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LM Lisa グレーシーキュレット
ミニ／白水貿易

フィッティングライナー バイオ
／松風

＜咬合堤軟化器＞

＜グレーシーキュレット＞

＜鋳造用リングライナー＞

デンケン・ハイデンタルから発売の咬合堤
軟化器が小型化され“なんちゃん mｉnｉ”
として新登場しました。定評のあるハニカ
ムによる軟化構造を継承し、短時間・均一・
確実・クリーン軟化をコンパクトボディに
まとめました。訪問診療に持ち込みやすい
小型ボディの咬合堤軟化器です。

握りやすく、操作しやすい新形状のグレー
シーキュレット“LM Lisa グレーシーキュ
レット”が白水貿易から発売されました。
新開発の人間工学に基づいた形状なので開
口量が少ない患者さんにも無理なく対応で
きます。

松風から発売された“フィッテングライナ
ーバイオ”は、体内で溶解する生体溶解性
繊維を用いた人にやさしいリングライナ
ーです。高いクッション性と非吸収性によ
り、適合性にすぐれた鋳造体の製作をサポ
ートします。

【特徴】
●人間工学的な新形状なので、握りやすく、
手にしっくりとなじみ、楽に操作できま
す。
●幅広い部位の操作が可能で、ファーケー
ションのキュレット操作も容易です。
●インスツルメントの電動シャープナー
「LM ロンドプラス」によるシャープニ
ングも簡単に行えます。
●LM Lisa グレーシーキュレットミニには
13／14、15／16 の 2 種類をライン
ナップしています。

【特徴】
●すぐれたクッション性（緩衝力）と非吸
収性により、埋没材の均一な硬化膨張を
促し、変形が少なく適合性にすぐれた鋳
造体の製作をサポートします。
●柔軟性にすぐれた材質のため内張り時
に折れ曲がることがなく、リング曲面に
しっかりフィットします。
●耐熱性にすぐれた材質を使用している
ため、埋没材焼却時にリングへ焼きつき
にくく、鋳造後にリングから埋没材・鋳
造体を容易に取り出すことができます。
●クイックヒート緩和能力により、緩衝力
が高く急速加熱による急激な膨張にも
対応でき、埋没材のひび割れ、埋没材上
面の亀裂などを防ぎます。特に急速加熱
で使用の際は、緩衝力の高い厚さ
1.0mm が有効です。
●厚さ、幅、長さの異なる全 8 種類をライ
ンナップしています。

なんちゃん mｉnｉ
／デンケン・ハイデンタル
-

【特徴】
●義歯を製作する過程でワックス咬合堤
を軟化します。任意の深さまで均一に軟
化し、約 10 秒で軟化が完了します。
●加熱面のハニカム部はおしあてるだけ
で簡単にワックスの軟化が行え、ドット
ホール部はロー堤をスライドさせるだ
けで簡単に咬合平面が作れます。
●適温軟化は患者さんに不快感・不安感を
与えません。
●患者の噛み過ぎによる失敗がなく確実
な咬合採得が得られます。
●ワックスのたれを防止できるので、常に
クリーン環境を保ちます。
●排ロー用のトレーがシリコン製となり、
廃棄ワックスの取りのぞきが簡単に行
えます。
●電源スイッチを入れるだけの簡単操作
で、操作パネルもシンプルです。
●温度設定はHigh／Low の2 段階から選
ぶことが可能です。
標準価格＝本体一式 39,800 円

『 ポスカ F 』
＜ モリタ ＞

患者参考価格＝1 袋 750 円（税込）

標準価格＝1 本 6,500 円

標準価格＝
10m（№1～№4）2,000 円～2,800 円
30m（№5～№8）4,500 円～6,300 円

セルフケア用品のひとつとしてのデンタルガム！
今回ご紹介させていただく商品は、㈱モリタより販売されておりますデンタルガム『ポスカ F』
です。ポスカ F の特長は、カルシウム＋緑茶エキス（フッ化物）を配合・味が長持ち（20 分以
上持続）
・老若男女楽しめる選べる 3 味・学校保健用品推奨品になります。唾液量が少ない方・
唾液緩衝能が弱い方・初期う蝕がみられる方に、是非お勧めしていただきたい商品です。また今
回、クインテッセンス出版『nico』3 月号に【歯科専売の初期虫歯対策ガム】として特別企画記
事で、外務省大臣官房歯科診療所の北迫先生からご提供いただいた臨床報告と共に、その機能と
効果がご紹介されております。
ご使用いただいている先生からは、
「単なるシュガーレスのお菓子代わりのガムではなく、フ
ッ素入りの歯磨剤のように無くてはならないセルフケアアイテムとして患者様に勧めていま
す。
」というお言葉をいただいております。ポスカ F の効果的な使用方法をご紹介した資料もご
ざいますので、是非弊社担当営業にお声掛けいただけたらと思います。
鹿児島店 営業二課 当房 洋介
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★医療機器【コラントッテ TAO AQUA プレミアムゴールド】のご案内！
WBC 侍ジャパン選手団の胸元に輝くゴールドネックレス！
京セラ宝飾品部との業務提携にて、磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）
」製品を継続的に取
り扱っておりますが、この度、WBC 侍ジャパン選手団の着用で人気急増の“コラントッテ TAO
AURA プレミアムゴールド“が 4 月 1 日に発売されます。今年 3 月に入りフィギアスケート男子
の宇野選手や女子プロゴルフ 2 年連続賞金女王のイ・ボミ選手の契約情報で、益々人気沸騰のコラ
ントッテ製品です。子供の日や母の日、父の日の贈呈に、またはご自身の健康ギアとしてこの機会
にご用命ください。その他にも数々のコラントッテ製品を取り扱っておりますので、お気軽に弊社
営業担当者にお尋ねください。
【コラントッテ TAO ネックレスの特徴】
●独自の N 極 S 極交互配列で、ネックループ全体に 55mT の磁石が 10mm 間隔に内蔵されてい
る磁気ネックレス（医療機器）です。
●磁力が広範囲に影響し、着けているだけで首・肩の血行を改善し、首コリ、肩コリの解消のお手
伝いをします。

★今週の新刊

『 若手 Dr & DH のための
全身疾患別で学ぶくすりの知識 』
疾患の特徴をイラストで解説し、歯科治療時に注
意すべきポイントをまとめるなど、わかりやすい
工夫が満載。また、遭遇頻度の高い全身疾患を中
心にまとめているので、臨床の場ですぐに役立つ
書。身近な全身疾患とその治療薬を歯科的な視点
からやさしく解説した一冊。

標準価格＝コラントッテ TAO AURA
プレミアムゴールド 22,000 円＋税
サイズ＝M（43cm）
、L（47cm）
、LL（51cm）

『 臨床現場で求められる
コミュニケーションのヒント 』
医療従事者としての専門力を活かすのは「コミュ
ニケーション力！」本書は、高齢者、保護者、小
児とかかわる際のコミュニケーションのとり方
についてのヒントが満載。少子高齢社会のいま必
読の一冊。
●執筆＝山岸 弘子
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝1,200 円＋税

●監修＝金子 明寛
●執筆＝川辺 良一
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,500 円＋税
『 機能的矯正療法入門 』

『 50 歳になったら真剣に考える医院承継 』

～臨床的意義と新しい視点～

口腔機能療法の可能性として、およそ 12 歳頃ま
でに見られる形態的・機能的・姿勢的な症状を改
善する様々な療法に焦点を当て、機能の改善を実
際的に解説した一冊。
●編著＝氷室 利彦
●出版＝東京臨床出版
●価格＝8,000 円＋税

医院承継について、現在の経営を長期的な視点で
捉え、現状を見直し、問題や解決策を考え直すこ
とができます。歯科医院の承継で考えなければい
けないことをポイントを絞ってわかりやすく解
説した一冊。
●著 ＝一般社団法人
日本歯科イノベーション協会
●監修＝康本 征史
●出版＝日本歯科イノベーション協会
●価格＝5,000 円＋税

『 磁性アタッチメントの臨床 』
～症例から学ぶ実践テクニック～

『 QR コードから動画が見られる
家庭でできる口腔ケア 』

磁性アタッチメントの開発に加わった著者の豊
富な臨床経験をもとに、磁性アタッチメントの適
応、術後にトラブルが生じない利用方法やその要
点、メインテナンス等をまとめた一冊。特に症例
ごとの解説には多くの写真とページをあて、わか
りやすく実践的な手引書となる書。

介護者が口腔ケアを実施する際の「ポイント」と
「コツ」を文章と写真、図と動画で分かりやすく
まとめた書。QR コードにより、いつでも簡単に
口腔ケアの実際を見ることができます。医療従事
者には説明用として、介護者には手引書として活
用できる一冊。

●著 ＝石上 友彦
●出版＝口腔保健協会
●価格＝3,500 円＋税

●編 ＝一般社団法人
日本口腔ケア学会
●出版＝口腔保健協会
●価格＝1,800 円＋税
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