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バリオス コンビ Pro／ナカニシ

リフレケア・リフレケア mini
／雪印ビーンスターク

＜超音波スケーラー&パウダーデバイス＞

V ミキシング-D／大榮歯科産業
＜真空撹拌埋没器＞

＜口腔ケア用ジェル＞
-

ナカニシから発売された“バリオスコンビ
プロ”は、超音波スケーラーとパウダーデ
バイスの幅広いプロフェッショナルケア
に対応する 2 つの高機能ツールを 1 台に
凝縮。歯周治療からメインテナンスまで、
よりスムーズな治療を実現するとともに、
治療現場の省スペース化にも貢献します。
【特徴】
●さまざまな状態の歯石を除去するナカ
ニシ独自の「iPiezo engine」を搭載。
的確なパワー出力で術者にとって効率
よく、また患者さんには優しいスケーリ
ングが可能です。
●プロフィー・ペリオ用のそれぞれの専用
のチャンバーやハンドピース、ハンドピ
ースホースを開発。各チャンバーに取り
付けるだけで、プロフィー・ペリオの機
能を自動認識します。
●オートクリーニング機能により、超音波
機能やパウダー機能のそれぞれの清掃
を手軽に行えます。
●視認性に優れた大型 LCD パネルを採用
し、直感的にわかりやすいアイコン表示
で、スムーズな施術をサポートします。
標準価格＝ベーシックセット470,000円
ペリオセット
490,000 円
プロフィーキット 150,000 円
ペリオキット
170,000 円

『 hawo ヒートシーラー 』

雪印ビーンスタークより好評発売中の「リ
フレケア H」が、ボトルタイプになり新た
に“リフレケア”と“リフレケア mini”と
してリニューアル発売されました。従来の
チューブタイプでは、ジェルを取り出す量
の目安がなく、今回のボトルタイプのプッ
シュ式に改良されたことで、ケアする際に
定量で取り出すことが可能になりました。
【特徴】
●プッシュ式になったことで 1 回あたり
の使用量の目安がわかります。口腔内清
掃で 1～3 プッシュ、汚れが酷い場合は
3～5 プッシュ、マッサージには 1～2
プッシュが目安です。
●ヒノキチオールの有効成分により、口腔
バイオフィルムの形成を抑え、歯肉炎、
歯周炎を予防します。
●研磨剤や発泡剤、エタノールが入ってい
ないため、毎日でも使いやすい口腔ケア
ジェルです。
●口臭の防止、歯周炎・歯肉炎の予防、む
し歯の予防、口中の浄化等に効果があ
り、口中を爽快にします。
●はちみつ風味、ライム風味、りんご風味
の 3 種類のフレーバーからお好みに応
じて使用できます。
患者参考価格＝
70ｇ入
mini30g 入

2,000 円（税別）
1,100 円（税別）

大榮歯科産業から発売された“V ミキシン
グ-D”は、コンプレッサーからのエアーを
吸引圧力に変換して真空撹拌を行う、シン
プル設計の真空撹拌埋没器です。壁掛け、
スタンド式のどちらでも設置が可能で、撹
拌カップは大（500ml）
・小（250ml）の
2 種類が標準で付属しています。
【特徴】
●既設のコンプレッサーに接続できるエ
アーバキューム方式の採用により、コン
パクトで音も静かです。
●真空ポンプ内蔵式に比べ、メンテナンス
性が高く、日々のお手入れも簡単に行う
ことができます。
●撹拌カップは吸引圧力によって自動的
に本体に保持され、撹拌ハネは練り込み
効果と、かき混ぜ効果を兼ねた合理的な
形状です。ハネはステンレス製で高い強
度と清掃性があります。
●撹拌が終了しても撹拌カップはメイン
スイッチを押さない限り外れることの
ない安心設計です。
標準価格＝本体一式
170,000 円
スタンド（オプション）25,000 円

世界中で医療機器の滅菌に係る基準が進められています！

＜ 日本歯科商社 ＞
今回ご紹介させて頂きます商品は、㈱日本歯科商社より取り扱いがあります『hawo ヒートシ
ーラー』です。特徴としましては、①ロータリー式自動シーラーサーモコントロールで、常に安
定したシーリングをスピーディーに行えます。②テフロンシートや熱線交換の必要がないメンテ
ナンスフリー。③従来のテフロンシートの下にある熱線にてシートを溶かすタイプと違い円形の
棒を 185 度迄上げて、その熱で溶かすタイプとなります。④ドイツ製のヒートシーラーでグッ
ドデザイン賞受賞、等々です。
ご採用やデモ等でご使用いただきました医院様からは、
「滅菌バックの接着力が凄く安心して
使用できる」とのお声を頂いております。滅菌された医療機器が、保管期間を経て診療に使用さ
れるまで、完全な滅菌状態を保つには確実なシールが必要不可欠です。
弊社営業担当者が推奨しております、各医院様の滅菌システムに是非加えて頂きたい商品とな
っております。詳細につきましては、弊社営業担当者までお尋ね下さい。
熊本店 営業二課 中山 健太
標準価格＝本体一式 450,000 円

Vol. 693 発行日 2017 年 10 月 30 日

★“第 7 回 UK デンタルフェア”いよいよ来週末の開催です！
～皆様方のご来場、社員一同心からお待ち申し上げております～
平素は一方ならぬご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。さて、過日からご案内させていた
だいておりました弊社全店企画の『第 7 回ＵＫデンタルフェア』も、いよいよ来週末の 11 月 11
日（土）～12 日(日)の両日の開催となります。
今回のテーマは、
「未来”歯”向」〜さぁ、NEXT STAGE へ！〜と題し、CAD/CAM、CT、
マイクロスコープ等の登場により変革期を迎えた歯科業界のこれからの未来を皆様と考えるきっ
かけになればという想いを込めさせていただきました。今回のデンタルフェアにおきましても、約
81 社のメーカー様の多大なご協力により、最新機器や器材の展示を行っていただきます。また、
特別講演会には、11 日（土）に㈱ジョルノ代表の安生朝子先生、また 12 日（日）にロサンゼル
ス開業の清水藤太先生、そして㈲デンタルクリエーションアート代表の西村好美先生をお招きしご
講演を賜ります。その他、ミニセミナーコーナー、相談コーナー、キッズコーナー、休憩コーナー
等ご用意いたします。必ずや、テーマの副題につけさせていただきました通り、
”NEXT STAGE"
の幕開けとなる情報を見つけていただけると確信いたしております。皆様、是非ともお誘い合わせ
の上、多数のご来場を UK デンタル社員一同心よりお待ち申し上げております。

開催⽇時：2017 年 11 ⽉ 11 ⽇（⼟曜⽇）PM1:00〜PM7:00
11 ⽉ 12 ⽇（⽇曜⽇）AM9:00〜PM5:00
開催会場：グランメッセ熊本 A ブース

熊本県上益城郡益城町福富 1010
（熊本空港・益城インター近く）

★ 特別講演会のご案内

受講料：各講演会ともお一人様 2,000 円（2F コンベンションホール於いて）

安生朝子の考え方 2017
～歯科衛生士らしさって何？～

最先端エンドの一般保険診療への
導入のヒント
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安⽣ 朝⼦

歯科技工の潮流

～マイクロスコープ、Ni-Ti ファイル等の最新機器を駆使
したエンドを、日常の保険診療に溶け込ませるために～

清⽔ 藤太

先⽣

㈱ジョルノ代表／藤橋⻭科医院副院⻑

PM2:00

〜PM1:00

〜PM4:00

⻄村 好美

先⽣

ロサンゼルス開業／UCLA ⻭学部クリニカル・インストラクター

先⽣

㈲デンタルクリエーションアート代表

／⽇本⼤学松⼾⻭学部客員教授

★今週の新刊

『 老化と摂食嚥下障害 』
～「口から食べる」を多職種で支えるための視点～

『 高齢者への戦略的歯科治療 』
～自立高齢者にしておきたいこと・寝たきり高齢者にできること～

ヒトの“老化”とは何か、それに伴って「口か
ら食べる」機能にはどのような変化（低下）が
生じるか、臨床および生活の場ではそれらにい
かに対峙していくか。
“老嚥”
“オーラルサルコ
ペニア”
“オーラルフレイル”
“口腔機能低下症”
といった老化と口腔機能にかかわるキーワード
とともに掲載。

自立高齢者と寝たきり高齢者に対する診断・治
療法の違いについて、
「口腔健康管理」
「歯の治
療」
「歯周治療」
「補綴（欠損）治療」
「口腔外科
治療」
「摂食嚥下リハビリテーション」などの視
点から、わかりやすくコンパクトにまとめたガ
イドブック。高齢者のライフステージにあわせ
て行うべき歯科治療について解説した一冊。

●編著＝藤本 篤士／葛谷 雅
糸田 昌隆／若林 秀隆
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,500 円＋税

●編 ＝北村 知昭／藤井 航／鶴見 進一
●出版＝医歯薬出版
●価格＝7,000 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

ホームページアドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｋｄｅｎｔａｌ．ｃｏ．ｊｐ

