
KAGOSHIMA

鹿児島市中央町4-32  TEL.099-257-1111

2018サンクスフェア「来場ご予約」お申込書

(株)ユーケイデンタル

申込  FAX：099-254-0715
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ホテルタイセイアネックス

( 株 ) ユーケイデンタル

THANKS FAIR

▶

14:00   19:00 6/30 ▶土 9:30   15:007/1 ▶日
2018 年 2018 年

荒川 義浩 先生

セミナーお申込先 

（株）UKデンタル 鹿児島店（川畑）
TEL.099-254-0509　　FAX.099-254-0715
ご予約制となっております。裏面の申し込み書にてお申し込みください。

定 員：30名
会 場：ホテルタイセイアネックス 2-A

7/1 10:00　13：00㊐
受 講 料：3,000円

会 場 ホテルタイセイ アネックス 3-B

TEL.099-254-0509  FAX.099-254-0715
主催

共催

株式会社ユーケイデンタル　鹿児島店

併設　レーザーセミナー

販売名：ノバ シーズンズ　一般的名称：歯科用ユニット
認証番号：223AKBZX00047000（管理 特管 設置）
製造販売元：吉田精工㈱ 茨城県行方市八木蒔660

ノバ シーズンズ

どんな症例に
　使えるの？

　先生方が推奨
される理由は？

他種のレーザー

とどう違うの？

使い方って
　難しくない？

電
気
メ
ス
と

ど
う
違
う
の
？

実際に使ってみませんか？
オペレーザープラスの

試用貸出を行っております

ぜひ一度お試しください！

●ご希望の日程 ※ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。 ●ご芳名

●貴医院名

●(株)ユーケイデンタル

●ご住所　　　　　□ご自宅　□ご勤務地

〒

TEL.                                       FAX.

オペレーザープラスデモ・貸出 （ご希望の日程をご記入の上、(株)ヨシダへFAXまたはお電話でお申し込みください）

年　　　月　　　日（　）

申込書    

　鹿児島県鹿児島市錦江町1番20号 五反田ビル1F　TEL：099-222-2904　FAX：099-222-8033　鹿児島営業所

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護法心「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

ご芳名

ご住所 TEL （　　　　）
（　　　　）FAX

貴医院名

担当者名

　□参加する　□参加しないレーザー セミナー

　6月30日（土）　7月1日（日）
ご来場のお時間をご記入下さい。

時頃

(株)ユーケイデンタル 鹿児島店（川畑）



2018   SUMMER

体感・実演コーナー
おためし
体感

Thanks
Fair

トロフィーパン スマート オシリス３D
トロフィー3DIプロα

トロフィー3Dスキャナ 保険
適用

トロフィーカム プロ

Metal free for patients ！！

今お使いのX線装置で、デジタルX線画像化が実現。 ヨシダの炭酸ガスレーザー

ビスタスキャン ミニ ビュー

オペレーザー
PROプラス

オペレーザー
Liteプラス

クラスB準拠 基本セット10セット洗浄可能

優れたデザインと充実した機能 コストパフォーマンスに優れた新しいユニット

根管充填シーラー材
MTAフィラペックス

歯科用覆罩材料
MTAアンジェラス

＼ 新発売 ／

一般的名称：歯面研磨材
販売名：ＤＣプロフィ－ペースト グラッシ 
届出番号：27B1X00039104700
製造販売元：カボデンタルシステムズジャパン（株）

PMTC用ペースト
グラッシ

マイクロスコープ
アレグラ

マイクロスコープ
プリマDNT
Nuvar
販売名：プリマ DNT　一般的名称：可搬型手術用顕微鏡　
届出番号:13B2X10261000300（一般 特管）
製造販売元：㈱東京歯材社 東京都台東区谷中2-5-20

販売名：エレメント モーター（スターターキット）
一般的名称：歯科用根管拡大装置、電動式歯科用ファイル、
歯科用ファイル、歯科用ダイヤモンドバー、歯科用カーバイトバー
認証番号：226ADBZX00012000（管理 特管）
製造販売元：カボデンタルシステムズジャパン㈱
大阪府八尾市神武町2-24 日本通運㈱ 天王寺支店メディカルセンター内

販売名：アレグラ330　一般的名称：可搬型手術用顕微鏡
届出番号：13B1X00049MWA330（一般 特管）
製造販売元：ジャパンフォーカス㈱ 東京都文京区本郷4-37-18

ユリー（ＹＵＬＬＹ）
サブソニックブラシシステム

一般的名称：歯科用エアスケーラ　販売名：ユリー　
認証番号：226ＡＫＢＺＸ00111000（管理 特管）
製造販売元：（株）ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

販売名：ノバ シーズンズ　一般的名称：歯科用ユニット
認証番号：223AKBZX00047000（管理 特管 設置）
製造販売元：吉田精工㈱ 茨城県行方市八木蒔660

ノバ シーズンズ

販売名：トロフィーカムプロ
一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
届出番号：13B2X00114000014（一般 ）
製造販売元：トロフィー・ラジオロジー・ジャパン（株）東京都江東区冬木11-17

販売名：オペレーザー 28 一般的名称：炭酸ガスレーザ
承認番号：21600BZZ00246000（高度 特管 設置） 
販売名：オペレーザー 29 一般的名称：炭酸ガスレーザ
承認番号：21400BZZ00009000（高度 特管 設置） 
製造販売元：（株）吉田製作所   東京都墨田区江東橋 1-3-6
※オペレーザー PROプラスの販売名は、オペレーザー 28 です。
※オペレーザー Lite プラスの販売名は、オペレーザー 29 です。

販販売名：ビスタスキャン ミニ ビュー
一般的名称：コンピューテッドラジオグラフ　
認証番号：226AGBZX00007000（管理 特管 設置）
製造販売元：㈱ヨシダ 東京都台東区上野 7-6-9

STERI-B
販売名：デントクレーブ STERI-B　
一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器
認証番号：227AFBZX00002000（管理 特管）
製造販売元：ヒルソン・デック ( 株 )  埼玉県鴻巣市宮前 547-1

販売名：自動ジェット式器具洗浄機 歯科用
一般的名称：器具除染用洗浄器
届出番号：13B1X10134001001（一般）
製造販売業者：パナソニック株式会社 アプライアンス社
コンシューマーマーケティングジャパン本部 東京都品川区東品川 1-39-9

パナソニック
自動ジェット式器具洗浄機

JIDAデザインミュージアム
セレクション
に選定されました！

販売名：エクシード Cs　一般的名称：歯科用ユニット
認証番号：228AKBZX00083000（管理 特管 設置）
製造販売元：（株）吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6 

販売名：トロフィー スリーディーアイ プロ
一般的名称：デジタル印象採得装置/歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
承認番号：22900BZX00139000（管理 特管）
製造販売元：トロフィー・ラジオロジー・ジャパン（株）東京都江東区冬木11-17
※トロフィー 3DIプロ αの販売名はトロフィー スリーディーアイプロ（承認番号：22900BZX00139000）です

より使いやすく、 より安全に、
さらにスピーディに。

R相ロータリーニッケルチタンファイル
TFアダプティブ
スターターキット

販売名：トロフィーパン スマート オシリス2D/3D
一般的名称：デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置アーム型X線CT診断装置
認証番号：226ACBZX00017000（管理 特管 設置）
製造販売元：㈱エム・ディ・インスツルメンツ 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原字鎌田3262-3

販売名：MTA フィラペックス　一般的名称：歯科用根管充填シーラ
認証番号：226ACBZX00043000（管理）
製造販売元：㈱ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

販売名：MTA アンジェラス　一般的名称：歯科用覆髄材料
認証番号：226ACBZX00015000（管理）
製造販売元：㈱ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

歯科用覆罩材料
MTAアンジェラスHP
販売名：MTA アンジェラスHP　一般的名称：歯科用覆髄材料
認証番号：229AKBZX00006000（管理）
製造販売元：㈱ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9


