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1)GCプロマックス3D Chssに アーム型XttCT診断装置
*従来 品プロマックス3Dの操作性 と価

格 を見直 し、「 よリイ更利 に簡 単操 作

で、よりお求めやすくJなりました。

*力千た1こ搭載さオしたCALM機 能により、

モーションアーチファクト除去機 能が

強化されました`,撮影前または撮影後

|こ 設 ウと月ヾタンを夕 すだけで 患者 さん

のゆれや、ブレによるボケをしっかりと

ちヽ去 t・●しまづ
`,

*FOVがφ80mmからφl10mmに拡大

し最 後自歯水 r`埋伏菌まで撮影 日賄ヒとなりました。
*SPANオートフォーカス機能により、パノラマ撮影がより簡 単にな

りましたて,

1晰†各:プロマックス3D Classic CT/SPan Y12 800 000
プロマックス3D Classic CT/Span/PCeph¥17800000

2)GCシェイク!ミックス ストーン超速硬石こう(模型用 )

*20秒階」シェイクし、流して、5分行つだけで

に1象 イオからの取リクトし口」市ヒという、今まで

のイfこうとは全く違う革命自りな石こうでう。
*特殊成分により石こう練和泥の表面張力
を低下させて気泡を破裂させるアンチフォ
ーミングテクノロジーにより、シェイク直後は

見えている気 ,包もみるみる消えてなくなる

ため、誰でもどこでもハイクオリテイな不「こう
を作成できます。

*通11のイfこうだと約40分必要な、印象材からのコkリ タトしに要す
る時 ‖1が 5分 (アルジネート印象 l15分 、シリコーン自l象 材 7分 )

で済むため院内ワークフローを大きく効率化できます .,

1lil1/:1 5kg× 24ミ  ¥2980(■ 104450)

3)KAVOカボ OP 3Dアーム型XttCT診断装置
*KaVo OP 3Dは、パノラマ撮影機を初めて

提 供 したORTHOPANTOMOGRAPH
製 |∵|シリーズの最新機種です。

*標準 パノラマ撮 影 はわずか9秒の撮 影 ‖キ

間で、被験 者の体 の動 きを最小 限にしクリ

アな画像を提,tいたします。
*3Dス キャンを実撮影する前に2次 元のスカウ

画 像を取 ljし、プレビュー機能によるJ:確な

位置決めと撮影領 l・kの選 lPができまり.

*FOVIよ φ H cm×H9cmが標準 ですが、オプ

ション
~Cφ

14cmX9cm‐ )́初 :張も口」です
`,

1■ 1各 :¥12800000

4)ヨ シダ actlon GATE(VersiOn 3)
*デジタル画像 、歯周検査、説明文書:、 カルテなど複数のソフトを画

面横 のランチャーに登録でき、同一‖i面 1で操作できますので、
スムーズな抑〔駄のない思者説明ができます。

*医 院で撮影した動両を取り込み

111生する機育ヒが力Лわり、マイクロ

スコープやmn kin(見 る菌 )の動

画も管理できます。
*デジタルロ腔撮影装置「アイス `

′ヽシャルC_■ 、C―皿Jと

'■

動 llf育し
となり、より使いやすくなりました。

価オ各:¥220,000(■ 8020800)

5)ヨシダプリママグナ フロアスタンド型
*プリマシリーズの最上位機種です。
*鏡筒部を傾 けても接 ‖kレ ンズが独立して動 く

ので、角度が一 定 に保 て、術 者 は無理 のな
い姿 勢 で使 用 が 可能 な、アングルローテー

ション機育ヒがつきました。
*フォーカス幅が 100mmのため、it歯部からFI

歯 部 に術 野 を変 更 した場 合 でも簡 単 に

フョーカス調整が行えます。
*電磁ブレーキシステムfF用 で、鏡筒部の動き

岡定を自在にコントロー,レできます。

イIIiイ各:¥3680000(■ 3601059)

6)ヨシダ DCウリレトラソニックL&LI
*大容量130の超音波洗浄器で、作業効率改善をおとえの医院

llにおススメです。
*洗浄中に一 日洗浄を11めて、洗浄液中に溶解しているガスを

除去する「ディガス機能Jが5分間隔で作動し、キャビテーション

効果の妨げとなるガスを除去することで

効率的な洗浄が行えまう。
*坊錆洗浄液「マイクロ10プラスJと 超音
波洗 浄器 用洗 浄剤「DCメ デ ィックス

PLUSJとのセント販売です。

1‖ 1各 :Y485000(■ 3503812)

7)松風 グル トハイドプラス35%液
化 学 的 滅 菌・殺 菌 消 毒 剤
(医療 用 器 具・機 器・装 置 専 用 )

*劇業のグルタラールtt剤 で、広範
「

|の 利‖1業
「

真菌 わt酸菌 (結核 菌 )芽胞 ウイルスに対   _._
して幅広い抗微生物スペクトルを示します。   警名

*三
鯛 ■ :よI化

学 白勺減菌を短時 間に行う

1    子

*鳥
縁
t」
孟髯織おit占

どありません。し‐ ・

8)日 本ISKケアクレーブ AD7 MINl
インスツルメント専用」ヽ型オートクレーブ

*内部を真 空状 態にすることで残留 キ気が無 くなり、チューブ形

J大牛 の部 早を効果 的に減菌する「ヨーロッパ規 格 EN13060ク
ラスSJの 減菌器です。

*バスケ ノトで減菌 包装 時 6ヽ 8本の減 菌が     ^
口」能です。

*I建

義獲華ポIぱ
…尋

タッチ操作でハイスピード減 菌ができます。

価格 :Y348000(■ 8040619)                      ・

9)サンメディカル
スーパーボンドCAD/CAM冠セット

*CAD/CAM冠 装着に迫したセットTJ■ 成の「スーパーボンド
CAD/CAM冠 セットJがガiζ占売となりました。

*スーノ`―ボンドは各種CAD/CAM

'1レ

ジンプロック、支台歯材米‖こ高
い接着性を発揮します

`,

*スーパーボンドは衝
'「

を1吸 J又 し、破

折リスクをイ氏減しまう。

イ]面イ各:¥24800(■ 9005059)

株式会社 シラネ 〒4600012 名古屋市中区千代田2丁 ‖4番8号  TEL(052)261-4636(代 )
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10)サ ンメディカル トTFC ルミナスファイバー
光ファイバーポスト

*サンメディカルにより開発さブした光    姜゙デ■

透過性の高い国内生産のフアイ ｀
i卜.  …

バーポストです。К

=蛹
謡甕襲||■モデ

リ込み高い機械的嵌 合力を発揮 します。

*濡れ性 の11い rTFCルミナスコアと組み合わせることでポストの

it処理 は不要となります。

価格 :iTFCフアイバー 光ファイバーJ｀スト 10Иく人

Y7900(■ 9005059)
iTFCル ミナス ファイノ`一コア&月 0ン ドセット

¥19,000(■ 9005058)

11)ヨシダ 不織布ロールガーゼ 10mタイプ
*反 物 タイプのガーゼで、用途 に応 じてお

好みのサイズに切ってご使用頂けます .

*ご好 評 1■ いている「デンタルガーゼ (赤 /

青 )Jと同じ素 llの不織布を使り]してます。

*人面 は毛羽立 ちや脱落繊維が非常に少

なく、綿ガーゼと1ヒ較 し約 4イ吉も吸収 プリが

あります。

1■ 1各 JI扁30cm× 10m ¥920(■ 3610118)

*疑

肝

珈 段 ●
ゞ

=≫

ぎ

*3種類の色調でビタクラシカルシェー     謹 , 餞  纂
ドの再現が可能です。

*450Mpaを 超える高い曲げ強度や自社プレスセラミックの約 1/5

と大 中‖に低い酸溶解性 など、従来品と変わらない高い物 |■と操

イ乍1■の11さを有しております。

珀』1各 :1パック(3g× 5) ¥16.000(■ 104312)

13)日本歯科商社  アンバープレス
*特殊結品 l・ 合構造により従 来型

リチウムダイシリケート材に比較 し
|

て高い山げ強度を示 します。

*特殊紺 吊結 合構造 により、プレス

後のアンバープレスにはほとんど反応 層が見られず酸 処理が

不要です
`,

*各 l■ 陶材に適 合しやすい優れた審美性を有します。

■il.‐ :φ 127× T1051国 人 ¥14000(LT:7000739、 HT 7000740)

14)東京歯科産業 ブリリアントクリオス

歯科切削カロエ用レジン材料
*ス イスのCOLTENE社 から天然肯 に

近い1■ 質をlmえたハイブ1,ッドレジンブ

ロックカ玲 場致しました。

*天然歯 エナメル質とほぼ同等の対 合

歯 に優 しい tt耗 度で、象材=質 (10～
20Cpaの範 オ|)に近。ヽ弾 4■イ系数をもち

任iJ「 吸収効果が高いため、快 適な噛

みごこちを提供します。

*成 人男性の平均的な咬合力600Nに耐えうる高い破壊靭性です。

*クラウン、インレー、アンレー、ベニアと様 々なケースでl■用 1貫 けます .

11格 :サ イズ14 ¥17000(■ 3450427)

15)トクヤマ エステライトPプロック
*CAD/CAM,こ用イオll(■ )とし

て 、523点 を算 定 で きる

CAD/CAM冠 月Jブロックでう。
*高強度 劣化抑 |」 を実現し、■i

荒れ力'少ないため摩Itや対合

歯摩 ltも ll‖ iJします。
*高充填された無機フイラーに対

するシランカップリング処理の効

果によ咳 定した接 着を得られます。

価格 :サ イズ14  ¥24200(♯ 6501074)

16)クラレ アベンシアPブロック

CADIC=ヽ M冠用プロックです。
*優れた曲げ強度にくわえて、た

′つみにく0ヽ ll本11+1■を有しま

す .

*金 1く の補機物ではかなわなか

った天然歯に近い色調を有し

*CADICAM冠 用材 +1(■ )と して、523点 を算 定 できる

・ 繹 露́ .■
=‐●夕 ●‐
■ヽ 二

`|二

`.11・

・・
まり■

f岨i格 :サ イズ14 ¥2420()(♯ 9()05071)

17)ヤマキン KZR―CAD
*CADICAヽ 1冠 ‖l材 本11Ⅱ ,

CADIC=ヽ M冠用プロアクです .

*曲 |)強さ、破壊 強さなと|り「 11が

従 1(早 に1ヒ
´ヽ 市1 1致 しましナこ

=

*フ ッ素 徐 lJtl生 のフ rラ ーも含 有

しております .

1■ 1各 :L ¥24200
(■ 34304231

18)サンスター

H R3 ガンマシータ
として、523点 を算 定 できる

り

:T・

一

,f

型避lユ菫1壁

一

Amb・ rPに
''

■ 1 ′

G・ UoM Pro'sデンタルハブラシ
*先 端 が 3本 の極半H毛 先 になっている「GL:ヽ 〔

PrdsデンタルハブラシJの 1生能が更に向 ll`女 しま

した.

*コ ンノ`クトヘッドσ)#3Cは 、毛 丈が2nlm、 植 毛子,が

lmmと i卜3mm薄 くコンパクトになった_11、 毛先の数

は糸り15倍に増え、南 F・ 片「清 l 効果がよ ,向  lしま

した。

*4ダ JI直 毛レ1ゴュラー′ヽ ンド■4Cが ■4ヽFRに iL化し、

lTL毛 部がよリワイドで密 毛となったため、ブラ′シン

グ圧 がよ|,均等 に分散 し、有肉に優 しくしつか ,磨

けるようになりました。

価格 :患者希望価格 1本¥300
医院様価格 12本 人 ¥2772(♯ 2300357)

19)P&A 艶 白  ステインイレイザ ー

*歯のピーリングスポンジで、お家で簡単にステ

イン除去できます。
*高圧縮メラミンフォームの特殊スポンジが魅せ

る力で歯を傷つけずに艶のある本来の歯の

ビさを取り戻します。
*手のひらサイズで持ち進びにも便 利 、徹 底洗

浄 スポンジ(特許取 得 済 )でお回の中に入れ

ても安′亡ヽです。

価格 :本体 1(日 +変えスポンジ11枚セット

¥1450

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(イ t)



①中部日本デンタルショー訪問レポート

2018年 2月 17日 (土 )、 18日 (日 )に名古屋吹上ホールにて中部日本

デンタルショーが開催されました。シラネHPにて、デ

ジタルソリューション最新機器や、フレイル予防製品、

診療報酬改定案の発表で注目を浴びる機器など、各

種最新製品 お役立ち製品情報満載の中部日本デン

タルショーレポートを掲載しております。QRコ ードか

らも簡単にご覧頂けますので、是非ご覧ください。

②「はじめてのレーザー!2台目のレーザー!」

|   |も■2018`:J'J81](II'   9:30ヽ 16100
1カ  i'F 名 |「 1■ 引篤:会 1■ 1坊222 223号 E三

1, 11:‖ |シ ラネ

①全科実例による社会保険
平成30年4月 版 歯科診療
～ 歯 科 診 療 2018電 子 版 など無 料 特 典 付 !～

著  iり i千 イヽ呆1炎 |り
「′ヒ会

=ヽ
4111  864P9000 ∫(千え号1)(1,」

`占

 Li l'キリ■イ」1 )

レ1粛業 ll‖ ill■ (■ 18()216(X)'

②歯科保険請求2018
～解釈が混乱しがちな症例も、青木なら簡単明解 !～

編 お茶の水イカt「′t診庁百,F究 会

=ヽ
4判  約9001'9000円 (lι 別

'(4月
発ゲご予約受イ」 ,

クインテッ‐ヒシス|IIIけ力(■ 18021601)

O歯内療法成功のためのコーンビームCT活用術
～CBCT使用のエビデンスに基づいた

歯内療法臨床がわかる!～

21 ,J星 光 ■(1本語版 )

A■半J変 サ1'  144P  l1000 J(千 克り1,

クインテ /■
=ン

スll版けい(■ 180216()2)

0気鋭歯科医師が歯を残す・守る
～そのエビデンスとテクニック、患者 説 明 ～

ツ: 渥 ,t屯‐|=ほ か

1ヽ 411」 狂111 218P 6()()0 1(移 ιり1)

クインラ・ ソセンス111',‖ 力(■ 18021603,

0成人～高齢者向け 咀噌機能アップB00K
～あなたの医院でもはじめてみませんか?

患者さんの人生を豊かにする咀噛指導～

1話:´  」ヽリチ「 1ネ谷(■ 力ヽ

Bう 11 152P 48()()P](移 ι写1)

クインテ ノセンス111坂 (伸 (#180216()4)

0おいしく楽しく食べるための正しい入れ歯の使い方
～患者 説 明 パーフェクトガイド付 き～

北: 佐藤ネ谷 i

A4卜」 801' 48(X)|]lI,ι別 )

クインテッセンス||ITIV ll(■ 18013100)

⑦歯周外科の基本テクニック
～術 前 検 査 からメインテナ ンスまで～

粕市  千「万tオ|[―一

A4半」″芝J:J  202T'  5800トリ(イ

'`り

」)

レ
`ヽ

業ll践朝0(#18021000)

O歯科医院での実用英会話 第2版 音声DL付
～この1冊があれば、夕1国 人の患者さんが来ても大丈夫|～

才   |: 和 章こほか

B51」  96P 3600円 (●ι別 )

|=1打 1lL I I用て0カ (#18010501)

OSuction Denture パーフェクトガイド
～義歯のスペシャリストが伝授する吸着下顎総義歯の

コツと勘どころ～

編 と 佐藤勝史

A4半 1  128F'  8000円  (|:り 1)

l― ンタ,レ ダイ■′¬ニンドイL(■ 18021605)

出版社売れ筋書籍ベスト3(クインテッセンス出版)

l il このまま使える

1)1も 1)Hも 1山■1医 院では者 さんにしっか
',説

月できる本

2位  世 界最 強の歯科 fクt催指導  L巻
3it 咬合の謎を解0

歯科用レーザーを応用した歯科治療が普及してまい

りましたが、歯科用レーザーには各機種のレーザー波

長により適応できる症例が異なります。そこでこの機

会に、ヨシダ GCタカラ オサダ モリタと各社レーザ

ーを展示させて頂き、各先生のご要望される症例にあ

つた歯科用レーザーをご選択して頂く展示会を企画さ

せて頂きました。下記併設セミナー含め、多くのお役

立ち情報がございますので、是非ご参加ください。

■レーザー臨床講演 会

～臨床 におけるレーザーテクニック～

.i 山1 人浦教一先生
|け  |‖] 13:00ヽ 14130 '場   'ワ千  会

'芳

Fl

,L 員 各30名      参力1貴  1咋 F

●新 しい施設基 準 と訪 問・介護 の点数解釈

講 山「 加藤亮 人先ri

‖う: 「1  1,11:00ヽ 11:45  2,15:00-15:45

'場
 ル子 会ナ場1内

,L '1 各30名 参珈 イt 無 料

①院内感染防止対策 応援キヤンペーン!

～シラネ減菌セール～

~~| 
・

ノti 111 二

」

懃

鸞

⑮ 魃
2018年の診療報酬改定(案 )でも会注目を,谷びる院内感染防止対策。

全ての診療報酬に影響のある初診料 再診料にも大きな影響が出てき

そうです。シラネでは、2018年 3月 20日 まで上記セールを行い、減菌

器 ハンドビースなど各種を特別価格にて提供しておりますので、医院

様の院内感染防止対策に是非お役立てください。下記併設セミナー含

め、多くのお役立ち情報がございますので、是非ご参加ください。

本社支店 (052)2614636 千種支店(052)7627145 刈谷支店(0566)241521 -宮 支店10586)457795 1皮 阜支店(058)2517788

■重支店 (059)3536445 当橋支沖i(0533)878700 1F松 支店 (053)4546852 1「x‖ 支店(0265)343801 同谷せ業斤(0266)223890


