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VALO GRAND コードレス
／ウルトラデントジャパン
＜歯科重合用コードレス光照射器＞
-

ウルトラデントジャパンから発売の
「VALO コードレス」がさらに進化して登
場！従来タイプのコードレスレンズから
サイズを 150%拡張した新レンズを搭載。
107mm2 の表面積に対してより効率的に
強力に光照射が可能です。また、本体背面
に新たに追加された照射ボタンにより、さ
らに操作性も向上しました。
【特徴】
●スタンダード、ハイパワープラス、エク
ストラパワーの 3 つの照射モードから
症例に応じて使い分けが可能です。
●3 種類の LED パネルを搭載することに
より、395nm～480nm の広範囲の波
長域をカバーします。
●丈夫でスリムなアルミ一体型のボディ
で、届きにくい箇所にも照射可能です。
●熱がこもりにくい設計とボディです。
●コストパフォーマンスに優れたバッテ
リーを採用しています。
標準価格＝本体一式

179,000 円

『 simple mirror warmer
湯器ちゃんデラックス 』
＜ サンデンタル ＞

グレースフィルシリーズ
／ジーシー
＜ナノハイブリッド充填用
コンポジットレジン＞

ジーシーから 11 月 21 日に発売の“グレ
ースフィルシリーズ”は、
「フロー」
「ロー
フロー」
「ゼロフロー」
「パテ」の流動性で
使い分ける 4 種類をラインナップしたナ
ノハイブリッド充填用コンポジットレジ
ンです。従来品の「MＩシリーズ」で非常
に評価の高いセルフシャイニング特性に
代表される物性面を継承しつつ、押し出し
やすさやレジンの糸引きを大幅に改善。フ
ロータイプでありながらペーストタイプ
と同等以上の物性を持った次世代「インジ
ェクタブルレジン」です。
【特徴】
●「FSC テクノロジー」により、従来品の
インジェクタブルレジンの MＩシリー
ズよりも高い強度と摩耗性を実現。さら
にマトリックスレジンの進化により重
合特性が高まるすぐれた破壊靱性を生
む「粘り」も有しています。
●ナノサイズの多角形フィラーを均一に
分散しているため、摩耗により表面のフ
ィラーが脱落しにくく、また脱落しても
凹凸が小さく、ツヤが維持され研磨も簡
単です。
●ペーストレジンモノマーの改良により、
給水量を大幅に抑制。そのため着色しに
くくなりました。
●ペーストのキレがよく、糸引きが生じに
くくストレスなく充填が可能です。さら
に、スリムで押し出しやすく操作性が向
上しました。
標準価格＝グレースフィルパテ 3,600 円
フロー各種 1 本
2,800 円

Aadva ハーモニーWET
／ジーシー
＜CAD/CAM システム＞

CAD/CAM 冠の効率的な製作を追求した
湿式加工機“Aadva ハーモニーWET”が
ジーシーより発売されました。湿式加工に
より、加工時間の短縮とランニングコスト
の低減につながります。
【特徴】
●クーラント液を注水し切削を行う湿式
加工を採用することで、ダイヤモンドバ
ーによる加工が可能です。ハイブリッド
ブロックの加工において１工程あたり
の切削量を増やすことが可能となり、乾
式加工と比較して大幅な加工時間の短
縮とバーのランニングコスト低減を実
現します。
●ジーシー独自の CAM ソフト「Aadva
ソフト L-CAM」を搭載。シンプルでわ
かりやすい操作に加え、ジーシーの切削
加工用ブロック「セラスマート」に最適
化させた加工方法を採用し、適合性の高
い補綴装置が製作できます。
●一度に最大２０個のブロックをセット
することが可能。自動で予備のバーに切
り替える工具交換機能を備えており、連
続加工における加工生産性がさらに向
上します。
標準価格＝本体一式

4,980,000 円

熱いお湯を入れるだけで、内ケース内のミラーは濡れない！曇らない！
今回、ご紹介させていただく商品はサンデンタル㈱より発売されております『simple mirror
warmer 湯器ちゃんデラックス』です。この商品は、口腔内ミラーや口角鈎を収納する口腔内ミ
ラー用保温容器です。特徴としては、口腔内ミラーを濡らすことなく温めることにより患者様の口
腔内に入れた際ミラーが曇ることがありません。口角鈎スペースには水を入れ口角鈎を濡らすこと
も可能になっております。使用方法としては、外ケースに内ケースをセットし約 70℃のお湯を内
ケースと外ケースの間に入れ口腔内ミラーを内ケースにセットし温めます。口腔内ミラーはそのま
ま口腔内に入れても曇ることがありません。オートクレーブ滅菌も可能になっております。
実際ご使用いただいている医院様からも「口腔内ミラーが濡れないことや曇らないのでストレス
が減少した。
」と大変満足されております。ぜひ一度お試しいただきたい商品です。詳細は、弊社
営業担当者へお問い合わせください。
鹿児島店 営業二課 池浪 卓

標準価格＝ 7,500 円

Vol. 696 発行日 2017 年 11 月 20 日

★“第 7 回 UK デンタルフェア”盛況のうちに閉幕！
11 月 11 日（土）、12 日（日）の両日渡り、「未来“歯”向」（Toward the bright
future,feel the next stage!）～さぁ、NEXT STAGE へ！～をテーマに“第 7
回 UK デンタルフェア” をグランメッセ熊本にて開催いたしました。皆
様方にはご多忙の中、九州各地からご来場をいただき誠にありがとうご
ざいました。お陰さまをもちまして、1,200 名近くのご来場者様（業者
関係除く）を数え、安生朝子先生、清水藤太先生、西村好美先生の特別
講演会、ならびにメーカー7 社によるミニセミナー、そしてメーカー81
社による最新機器・器材展示、関連企業 4 社による相談コーナーとも大
盛況のうちに幕を閉じることができました。これもひとえに皆様方のご
厚情の賜物と社員一同心より感謝お礼申し上げます。尚、当日は不行き
届きの点が多々ありましたことをこの場をおかりしてお詫び申し上げま
す。今後も、各店・各営業担当者におきまして、フェアで展示されてお
りました優れた製品の紹介、ならびに情報の提供に努めさせていただき
ますので何卒よろしくお願いいたします。また次回の開催の折には、改
めましてご来場いただきますようお願い申し上げます。
多数のご来場、社員一同心から御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

11 月 12 日（日）の午前は、ロサ
ンゼルスご開業の清水藤太先
生に、『最先端エンドの一般保
険診療への導入へのヒント』と
題してご講演いただきました。
マイクロスコープや Ni-Ti ファイ
ルの最新機器を、コストと時間
に配慮しながらいかに効率よく
診療に溶け込ませていくかに
ついて多くの実例を提示されな
がらご講演いただきました。

11 月 11 日（土）は、『安生朝子の
考え方2017』と題して、㈱ジョルノ
代表の安生朝子先生にご講演を
いただきました。歯科衛生士にな
られて 35 年もの臨床経験の中か
ら、歯科衛生士らしさって何？を
テーマに、歯科医療チームの一
員であること、歯周基本治療の進
め方、メインテナンスと SPT、他
科との連携など、歯科衛生士業
務の基本軸をご講演いただきま
した。
▲安生朝子先生

▲2,106 平方メートルの展示ホールに、メーカー81 社の展示ブース、関連企業 4 社の
相談コーナー、ミニセミナーコーナー、休憩コーナー、キッズコーナーを設営いたしました。

▲清水藤太先生

11 月12 日（日）の午後からは、㈲
デンタルクリエーションアート代
表の西村好美先生に『歯科技工
の潮流』と題してご講演いただき
ました。CAD/CAM 冠の保険導入
により変わりつつある歯科技工
を、多角的に捉えながら、これか
らの将来も進化していく歯科技工
の方向性について、ご参加いた
だきました歯科技工士様とご一
緒に考察いただきました。

▲西村好美先生

▲清水先生の特別講演会では、マイクロスコープと
ご推奨のエンドモーターを用いて効率的な根管形
成のテクニックをご披露いただきました。

▲ミニセミナーコーナーでは 7 社のメーカー様に
ご協力をいただき、各セミナーとも盛況でした。

▲インフォメーションコーナーや展示ブースのコーナ
ーに電飾灯を配置し、ご来場の皆様方を華やかな
雰囲気の中でお迎えさせていただきました。

▲最新の診療用チェアユニットに腰かけていただ
き座り心地をご体感！

▲弊社営業マンもメーカー様と一緒となってオス
スメしたいユニットをご紹介！

▲話題の CAD/CAM、3D プリンターの展示も多数
あり、特徴や操作方法など時間をかけて説明い
ただきました。

▲相談コーナーでは、専門企業様のご協力により新
規ご開業やリニューアルの設計、融資のご相談、
ブランディングのご提案等させていただきました。

▲話題の新製品はその場でチェック！手に取って
じっくりご覧いただきました。

▲キッズコーナーでは、様々な形をしたデカクッ
ションで積み木遊び！楽しい待ち時間に！

▲ギッシリと埋め尽くされた講演会風景。各講演
会とも大盛況で、あっという間の 2 時間でした。
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▲オープニングセレモニーのテープカット風景。
3 社のメーカー様に鋏を入れていただきました。

▲社長挨拶。

多数のご来場、
誠にありがとう
ございました。
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