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エラブ C & エラブ S／ヨシダ

ウィズマム／ヨシダ

＜診療用キャビネット＞

＜小児用ベンチ＞

オラスコープティック アイズーム
& スパーク／日本歯科工業社
＜双眼ルーペ&コードレス LED ライト＞

-

ヨシダから発売されている診療用ユニット
「エクシード Cs」や「ノバセリオ 2」に
合わせたデザインで統一された空間を演出
する診療用キャビネット“エラブ C”と“エ
ラブ S”が発売されました。省スペースで
効率よく収納できるように設計されている
ため、必要器具を集約し、院内の動線をシ
ンプルにすることができます。

-

【特徴】
●診療に必要な器具や備品を整理して収納
することができます。
●手洗いがその場で行えるため、術者は診
療に必要な動きを効率的に行えます。
●カラーバリエーションは全 12 色をライ
ンナップ。診療室の雰囲気やユニットカ
ラーに合わせて統一感のある空間作りが
できます。
●別売でパソコンサーバー収納の PC ボッ
クスもラインナップ。

可愛いキャラクターデザインの小児用イ
ス“ウィズマム”がヨシダから発売されま
した。キャラクターは全１０種類のバリエ
ーションがあり、設置スペースの広さやデ
ザインに合わせてお好みで設置できます。
キッズスペースなどに有効な小児用ベン
チです。
【特徴】
●ペンギン、ブタ、パンダ、カエル、コア
ラ、クマ、ネコ、トラ、リス、そしてユ
ニコーンの全１０種類のキャラクター
デザインをラインナップ。
●使用しているレザーは汚れにくく、耐ア
ルコール、耐次亜塩素酸の素材です。
●タブレット PC が設置可能な“ウィズマ
ムユニコーン”はオールウレタン素材
で、芯材もウレタンのみで作られている
ので、硬い部分がなく、ぶつかっても痛
くないため、安全性の高いベンチとして
使用できます。

日本歯科工業社から発売中の双眼ルーペ
“オラスコープティックアイズーム”は 3
段階倍率可変式の拡大鏡です。約 3 倍、4
倍、5 倍に可変することが可能なので、症
例に応じた倍率変換が可能です。また、新
発売のコードレス LED ライト“スパーク”
は、タッチセンサー内蔵のコードレス LED
ライトです。様々な双眼ルーペに対して設
置が可能です。
【特徴】
●アイズームは、マグネシウムを材質とし
たフレーム含む重量約 97g の軽量の
TTL タイプの双眼ルーペです。倍率表
示された部分を回して 3 つの倍率可変
が 可 能 で す 。 作 業 距 離 は 350 ～
750mm。

●スパークは、タッチセンサー内蔵でライ
トの ON／OFF が簡単に行えます。ま
た、31.8g と軽量&コードレス仕様で、
作業効率が格段にアップします。電池パ
ック 2 個が付属します。

標準価格＝エラブ C
580,000 円
エラブ S
580,000 円
PC ボックス 35,000 円

『 デンタルプラスター2.5 』

標準価格＝ウィズマム
ユニコーン

30,700 円
30,800 円

標準価格＝
アイズーム矯正無し
430,000 円
アイズーム矯正有り
450,000 円
スパーク（LED ライト）105,000 円

袋のまま石膏容器へ！

＜ 吉野石膏 ＞
今回ご紹介させていただく商品は、吉野石膏㈱より販売されております『デンタルプラスター2.5』
です。特徴としましては、対合模型や総義歯模型などさまざまな用途にご使用いただける歯科医院
用普通石膏を 2.5ｋｇの少量包装にした商品です。少量包装のため開封後の時間経過に伴う物性の
変化が少なくなります。
実際に導入して頂きました医院様からは、
「場所をとらず、石膏容器に直接入るので、使い勝手が
良い。
」との感想を頂きました。この機会にぜひ一度お試しください。詳細につきましては弊社営業
担当者までお問い合わせください。
【物理的性質】
●標準混水量：50% ●硬化時間：15 分 ●線硬化膨張：0.20% ●圧縮強さ：14MPa
鹿児島店 営業三課 岩切 満
標準価格＝2.5kg 袋 1,500 円
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★UK デンタル ホームページ リニューアルオープンのお知らせ！
新たなコンテンツによる情報発信型の Web サイト！
平素から格別なお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
この度、弊社 UK デンタルのウェブサイトを全面リニューアルいたしました。ご利用
の皆様に、より見やすく、そして度々とアクセスいただけるウェブサイトを目指し、デザ
インを一新すると共に、従来の会社概要やセミナー情報、UK レポート、コラム「歯科医
院経営を考える」などに加え、開業支援やお客様の声、選ばれる理由、店舗情報などの新
たなコンテンツも増やし、情報の強化を図りました。また、歯科医院開業情報として、貸
し物件や居抜き物件、承継物件の情報、そして歯科医療従事者様の求人情報も掲載して参
ります。これから随時最新の情報をお届けできるよう、内容の充実を図り、皆様方にお役
立ていただける情報をタイムリーに発信してまいりますので、これからも何卒よろしくお
願い申し上げます。
※今回のホームページリニューアルに際し、弊社とのお取引につきましての事前アンケー
トにご協力いただきました先生方に感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

【UK ホームページアドレス】

http://www.ukdental.co.jp
UK デンタル QR コード

★今週の新刊

『 エビデンスに基づいた
ペリオドンタルプラスティックサージェリー 』
～イラストで見る拡大視野での臨床テクニック～

『 女性患者さんを診る 』
少女期～妊娠期～高齢期までの歯科医療のかんどころ

ペリオドンタルプラスティックサージェリー
（PPS）の臨床的エビデンスを最新文献で示しつ
つ、拡大視野下で行う通常よりも難易度の高い手
術を、誰でもルーチンで行える ように、数多く
のわかりやすいイラスト（線画）で解説した一冊。

小児期から長寿期までのライフステージ別に女
性患者さんの心身の特徴ならびに女性患者さん
特有の疾患などについてピックアップし、それら
を踏まえたうえでの歯科治療を行う際の注目す
べきポイントについて解説。

●監著＝中田 光太郎／木林 博之
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝18,000 円＋税

●監著＝滝川 雅之
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,000 円＋税

『 補綴装置製作のための汎用 CAD ヒント集 』
～汎用 CAD によるデンタルデザイン the BASIC～

汎用CAD の高い自由度を補綴装置に生かすため
の製作ヒント集。汎用 CAD ソフト Rhinoceros
を用い、単冠やブリッジ、そして総義歯などを例
にその基本を学ぶことができる書。すべてが自由
な汎用 CAD と歯科とをつなぐ、日本初のテキス
ト書。

『 すぐひける、現場で役立つ 歯科衛生士のための
ポケット版 最新歯科用語辞典 』
携帯に便利なポケット版で、歯科衛生士が学ぶ各
臨床科目、実習科目、障害・高齢者、口腔介護、
ならびに臨床現場で最低限知っておくべき基礎
科目の用語を含め、約 5,000 項目を収録し、簡
潔に解説した歯科衛生士のための歯科用語辞典。
●編 ＝栢 豪洋／升井 一朗
石川 隆義／玄 景華／他
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,500 円

●著 ＝中野田 紳一
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,600 円＋税
『 歯科医院のネット戦略 』

だ液は健康を守る“まほうの水”

～スマホ時代に役立つ成功のための実践知識～

『 カミカミおもしろ だ液学 』

基本（普遍的）としてのホームページの重要ポイ
ントから、
変化するホームページ環境の Q&A（現
代編）まで、歯科医院や歯科医師会の 1000 件
のホームページ制作に20年に渡りかかわった著
者が、歯科医院のネット戦略について綴った書。
●著者＝山下 伊津雄
●出版＝ブイツーソリューション
●価格＝3,000 円＋税

発行：株式会社 UK デンタル
熊本・鹿児島・久留米・福岡・長崎・宮崎・大分

「だ液がたくさん出るから元気なんだ」というお
じいちゃんの元気の秘密を探るため、だ液にはど
んな働きがあるのか、クイズに答えながら学べる
書。貴重な動物の歯の写真や実験などを盛り込
み、だ液の役割や大切さをわかりやすく説明した
一冊。
●著 ＝岡崎 好秀
●出版＝少年写真新聞社
●価格＝1,800 円＋税

ホームページアドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｋｄｅｎｔａｌ．ｃｏ．ｊｐ

