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ジーセム ONE／ジーシー
＜歯科接着用レジンセメント＞

デントフレッシュ
デンタルマウスピース洗浄剤
／モリムラ ＜マウスピース洗浄剤＞

＜コンパクト型技工用レーズ＞

モリムラから発売された“デントフレッシ
ュデンタルマウスピース洗浄剤”
（井藤漢方
製薬製造）は、スポーツ・いびき・歯ぎし
り用マウスピースの専用洗浄剤です。マウ
スピースに付着している臭いや菌をスッキ
リ洗浄し落とします。

ダスト BOX と飛散防止カバー、そしてレ
ーズすべてが一体になったオールインワ
ン型技工用レーズ“コントロール 1”がビ
ーエスエーサクライから発売されました。
歯科医院や技工所に場所を取らずに設置
できる便利なコンパクトレーズです。

【特徴】
●銀イオン（Ag＋）＋ＩPMP の除菌成分に
より、約 5 分で 99.9%（除菌率）のカ
ビ（カンジタ菌）・バイ菌を強力除菌し
ます。
●酵素配合の洗浄成分によりしつこい汚れ
もキレイに洗浄します。
●洗浄成分が臭いの素となる汚れを落と
し、口臭への悪影響を防ぎます。
●錠剤は 1 回 1 錠が目安で、毎日の使用で
さらに洗浄効果が増します。
●爽やかなライムミントの香りで、装着時
もすっきりします。
●着色料は不使用。
●使用方法は、本品 1 錠を約 150ml の水
またはお湯に入れてマウスピースを浸
します。洗浄後はよくすすいでくださ
い。

【特徴】
●静音高トルク DC モーターの採用によ
り、静かなのにパワフル、そして省電力
を実現します。
●技工所でのハードな使用でも耐久性に
優れています。
●手元のダイヤルで０～3500ppm の無
段階で使用でき、研磨物に応じた速度調
整が可能です。
●バフやブラシのどちらでもがっちり保
持する大口径ホルダーを採用。
●開閉式の飛散防護シールドと引き出し
式の大容量ダスト BOX の採用により、
清掃性に優れています。
●本体裏側の排気ダクト（Φ38mm）によ
り、バキュームの接続も可能です。
●幅 315×高さ 250×奥行 310mm の
超コンパクトサイズで、限られたスペー
スに設置が可能です。

-

ジーシーから新しい歯科接着用レジンセ
メント“ジーセム ONE”が４月 21 日に
発売されます。メタル修復物には「ジーセ
ム ONE」のみで十分な接着力が得られ、
より強固な接着を必要とする症例には新
開発の「接着強化プライマー」を支台歯、
窩洞側へ塗布するという、新しいコンセプ
トのもと開発。ほとんどの修復物にオール
マイティーに使用が可能です。
【特徴】
●化学重合・光重合問わず、余剰セメント
除去が容易です。
●ジーセム ONE は、CD（カートリッジ
デリバリー）システムの採用により、セ
メント採取が簡便に行えます。また別売
のエコストッパーを装着することで１
クリックでインレー、２クリックでクラ
ウンの適量採取が簡便に行えます。
●色調はユニバーサル（A2）とホワイト
の２色をラインナップし、ホワイトはオ
ペーク性があるのでメタルコアの症例
に有効で、また余剰セメントが見やすく
取り残しの確認が容易です。
●接着強化プライマーは全ての支台歯、窩
洞に対応するので塗り分けが不要で、
「G-プレミオボンド」で実績のある接
着性モノマーを配合し、さらにタッチキ
ュア効果（重合促進効果）により強固に
支台歯、窩洞に接着します。
標準価格＝ジーセム ONE
6,000 円
バリューパック 16,200 円
接着強化プライマー 5,000 円

『 バルクベース ハード 』
＜ サンメディカル ＞

標準価格＝セット
13,800 円
単品 2.5ml 4,200 円

患者参考価格＝
1 箱 60 錠入 880 円（税別）

コントロールワン
／ビーエスエーサクライ

標準価格＝本体一式 69,800 円

一括充填が可能な低重合収縮レジン系裏層材「バルクベースハード」
今回ご紹介させていただく商品は、サンメディカル㈱の低重合収縮レジン系裏層材『バルクベ
ースハード』です。
「バルクベースハード」は従来の裏層材では難しかった「厚み」を確保し、
さらに接着性に優れた「バルクベースライナー」との組み合わせでしっかりと歯質に接着し、辺
縁漏洩を防ぎます。
この製品は、LPS モノマー採用により、フロアブルレジンでありながら重合収縮率３％以下
を実現しました。また、コンポジットレジン窩洞、インレー窩洞問わず深さ４ｍｍまで一括充填
が可能であり、機械的物性や耐摩耗性が高いため咬合面まで充填ができるという特徴がありま
す。特に小児歯科や訪問診療など治療時間に制約を受けるケースにお使いいただける先生も多
く、裏層から最表層まで一括充填ができるため、
「時短に繋がる」と好評を得ています。
「バルク
ベースハード」を使用したバルク充填・裏層に関する資料もございますので、この機会に是非弊
社営業担当者までお声掛けください。
鹿児島店 営業三課 早川 雅悟
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★平成 29 年度 UK デンタル入社式！
「はじめまして！精一杯頑張ります！」
桜の開花宣言間近の 3 月 28 日火曜日に、
弊社熊本店におきまして平成 29
年度新入社員の入社式を執り行いました。今年はお陰さまで 8 名の新入社
員を採用することができ、求人難が続くこの時期に、これだけの新入社員を
受け入れられるのも偏にお得意様の皆様方のご愛顧の賜物だと心より感謝
申し上げます。新卒者は初々しいスーツ姿に身をまとい新社会人として、ま
た、中途採用者は心新たに UK の一員として一歩を踏み出した 8 名です。
今後は、社内研修と併せて、弊社営業担当者と同行し、ご挨拶をさせていた
だくことになりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
▲弊社役員との合同写真。後列が新入社員。

▲「皆さんは歯科の先生方によりよいモノ、情報を提供していく提案型
営業マンになってもらいたい。今年は営業職に初めて女性 2 人が入
社してくれました。これから横一線にスタートしますが、良き仲間で
あり、良きライバルとして切磋琢磨し成長してもらいたい。」と社長よ
り挨拶。

★今週の新刊

▲前列左から、西岡、伊藤、原、井上、後列左から、松下、濵田、大田、小西
の計 8 名。『これから宜しくお願いいたします。』

『 ONE FＩLE ENDO の臨床 』

『 世界基準の臨床歯内療法 2 外科的歯内療法 』

～根管を 1 本のファイルで形成するために～

～マイクロスコープを用いたモダンテクニックの実際～

NｉTｉファイルの歴史から紐解き、
現在の最新
シングルファイルプレパレーションをスピーデ
ィーかつ安全に行うためのノウハウとその特性
をわかりやすく解説した書。また、安全な根管
治療のため、ファイル破折、根管充填、根管清
掃などの問題点とその対策を詳説した一冊。

「現代歯内療法発祥の地」ペンシルバニア大学
歯内療法学科で採用されている術式を、写真と
イラストで詳細に解説。基本となるテクニック
はもちろん、なぜその処置が必要なのか、なぜ
その器材を使うのかといった根拠もわかりやす
く紹介した一冊。

●著 ＝中川 寛一
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,500 円＋税

●著 ＝石井 宏
●出版＝医歯薬出版
●価格＝12,000 円＋税

『 保存修復学専門用語集 第 2 版 』
日本歯科保存学会の編集による、わが国「保存
修復学専門用語集」の決定版！関連学術団体と
の意見交換などに基づき編纂し、収載総語数は
最新の用語まで網羅して約 1,100 語。歯科学
の論文・レポートの作成には必携の一冊。
●編 ＝特定非営利活動法人
日本歯科保存学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,800 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

『 ルーティンで行う歯科医療リスクマネジメント 』
歯科医療事例につき、弁護士目線、歯科医師目
線という 2 つの視点で分析。事例を多角的に分
析することで、より深く、より実践的にトラブ
ル対策を理解することができます。その過程か
ら得られた歯科医療をめぐる法的問題点を解き
明かすための「考え方」を、自らの日々の業務
（ルーティンワーク）に活かせる書。
●編著＝宗像 雄／花田 真也
●出版＝弘文堂
●価格＝14,000 円＋税
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