Vol. 713 発行日 2018 年 3 月 26 日

ガスレーザー／ジーシー

スマートマティックプロフィー

＜炭酸ガスレーザ＞

S31／S33
／カボデンタルシステムズジャパン

Map One（マップワン）
／マイクロテック
＜MTA セメント専用キャリアー＞

＜PMTC プロフィー用ハンドピース＞

ジーシーから発売された“ガスレーザー”
は、ファイバータイプならではのハンドリ
ングの良さと切れ味を両立させた炭酸ガ
スレーザです。新設計のガイドアタッチメ
ントにより、焦点距離の可視化を実現する
ことで、レーザーのもつ機能を効果的に活
用することができます。
-

【特徴】
●発振モードはノーマルとスーパーパル
スの 2 モード。照射パターンは連続照
射、リピートパルス照射、シングルパル
ス照射から選択が可能で、効率的な治療
を実現します。
●照射部位へのガイドに有効な視認性の
高いグリーンのガイド光を採用。
●柔軟性に優れた中空ファイバーにより、
優れたハンドリングが行えます。
●着脱容易なマグネット固定式により、照
射目的に応じた各種アタッチメント交
換が簡単に行えます。
●コントロールパネル部は見やすく、使い
やすいキー配置です。
●ユニット間の移動をより快適にした設
計で、また衛生面にも配慮した設計で
す。
標準価格＝本体一式 オープン価格

『 乳酸菌 Premium 』
＜ 芝田薬品 ＞

カボデンタルシステムジャパンから発売
された“スマートマティックプロフィー
S31／S33”は、スモールヘッドで優れ
た可視性と操作性を持ち、臼歯部へのアク
セスもスムーズに行える PMTC プロフィ
ー用ハンドピースです。ステンレススチー
ルで耐久性が向上するとともに、 V シー
リングが施されているので、ヘッド内部へ
のペーストの侵入を防ぎ、トラブルを軽減
します。
【特徴】
●高い品質を誇る Made in Germany 製
で、安心の 12 ヶ月保証付き。
●スマートマティックプロフィーシリー
ズには、S31 と S33 をラインナップ。
S31 は、スクリューイン・スナップオ
ンタイプで 360°回転。S33 は、スナ
ップオンタイプで 70°の反転運動。共
に 8：1 減速で、ライトなし、注水なし
タイプです。
標準価格＝S31 タイプ
S33 タイプ

55,000 円
48,000 円

マイクロテックから発売された“Map
One”
（マップワン）は、MTA セメントを
ピンポイントで充填できる MTA セメント
専用キャリアーです。従来の MAP システ
ムに追加発売となり、MAP シリンジ（1
本）とメモリーシェープニードル（形状記
憶合金ニードル）、プラスチックプランジ
ャー、クリーニングキュレットをキットに
したの MTA セメント専用キャリアーセッ
トです。
【特徴】
●MTA セメントを歯冠側、根尖側（逆根
管充填）のどちらでも充填したい部位に
ピンポイントで運ぶことができるキャ
リアーです。
●症例、部位に合わせて対応できるニード
ルを装備。
●術者、アシスタントへの時間短縮とスト
レスを軽減し、MTA セメントの無駄を
省きます。
●メモリーシェープニードル（形状記憶合
金タイプ）は、臨床に合わせて必要な角
度に曲げることが可能で、使用後は熱処
理を行うことにより元の形状に戻りま
す。
標準価格＝本体セット 49,800 円

戦う 1000 億個の力！“FK-23”
今回ご紹介させていただきます商品は、芝田薬品㈱より販売されております『乳酸菌
Premium』です。今、新聞や雑誌で話題の乳酸菌はカラダにいいことがたくさん！！！
腸内環境を整えるだけでなく、免疫力をアップさせる力や病原菌の侵入を防ぐ力など様々な効
果があります。こちらの商品は 1 本当たりの乳酸菌がなんと“1000 億個！”ヨーグルト 10
ℓ分も手軽に摂取することができるのです。さらに、乳酸菌と相性抜群の食物繊維も配合され
ているためより効果的です。
ご愛用中の先生方からは、
「ドリンクタイプよりも手軽で飲みやすい！これなら続けられそ
う！」とのお声を多くいただいております。是非この機会にお試しされてはいかがでしょうか。
詳細につきましては弊社営業担当者までお尋ねくださいませ。

標準価格＝1 箱 30 包入 4,500 円

熊本店 営業三課 伊藤 愛
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★UK 薬用ハンドソープご愛顧大感謝 & 新規ご採用キャンペーン実施中！

肌にうるおいを与え、手指にやさしい UK 薬用ハンドソープ！
弊社オリジナル製品“UK 薬用ハンドソープ”の 4000ml 詰め替え用（標準価格 6,000
円）と 500ml ポンプ容器（標準価格 1,600 円）を合わせたご愛顧感謝ならびに新規ご採
用キャンペーンを実施中です。肌にうるおいを与える保湿成分コラーゲン（加水分解コラ
ーゲン液）配合の手指にやさしい薬用ハンドソープです。是非この機会にご用命をいただ
きますようお願い申し上げます。
【UK 薬用ハンドソープの特徴】
●ダブルの有効成分イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウムを配合。
殺菌・消毒に効果を発揮します。
●肌荒れを抑える保湿成分コラーゲン配合。
※標準価格合計の 7,600 円を特別価格にてご奉
●泡切れが早く、すすいだ後もぬめり感が残らないさっぱりとした洗い心地。
仕いたしております。詳細につきましては弊
●ニオイが残らない無香料タイプ。
社営業担当者までお尋ねください。

★今週の新刊

『 Reliable Dentistry Step4 』
～マイクロスコープ・レーザー・CAD/CAM&マテリ
アル・矯正・骨増生&ガイデットサージェリー～

基本治療にとことんこだわる伝統を守りながら、
同時に先端的な治療についても積極的に追究し
続けるスタディグループ・北九州歯学研究会。そ
の活動のエッセンスが込められた“Reliable
Dentistry”
（信頼できる歯科治療）シリーズの最
新刊。揺るぎない理念と確固とした基本治療を元
に、新しい機材・器具を活用した最新の治療の成
果を提示した一冊。
●編著＝上田 秀朗／倉富 覚
●出版＝医歯薬出版
●価格＝13,000 円＋税

『 土屋和子のプロフェッショナル
ハイジニストワーク アップデート 』
土屋和子の「プロフェッショナルハイジニストシ
リーズ」
第 4 弾！歯科衛生士界の第一線を走り続
ける土屋和子先生から、未来のあなたへのグッド
アドバイス。10 年後、20 年後も活躍できる歯
科衛生士になるために、歯科衛生士臨床をアップ
デートするヒントが満載の一冊。
●著 ＝土屋 和子
●監訳＝和泉 雄一／浦野 智
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,800 円＋税

『 歯科六法コメンタール 』

『 糖尿病がイヤなら歯を磨きなさい 』

～歯科関連法律の逐条解説～

～内科医が教える、お口と体の健康の新常識～

歯科医師免許の取消事由、歯科衛生士の業務範
囲、歯科技工所の広告制限・・・等、歯科医院に
おいてもコンプライアンス（法令順守）が叫ばれ
る今、歯科医院に常備すべき強い味方の書。各法
律の制定の経緯から、
歯科医療にかかわる関連法
規も掲載し、より幅広い利用に必携の一冊。

日本人の 8 割がかかっている歯周病と全身の病
気の驚きの関係とは？歯周病と糖尿病をつなぐ
キーワードは「慢性炎症」。医学界でもいま注目
されている「慢性炎症」のメカニズムを解説しつ
つ、
糖尿病の予防と改善に役立つお口のケアの習
慣を紹介した一冊。

●編著＝社会歯科学会
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝4,800 円＋税

●著 ＝西田 亙
●出版＝幻冬舎
●価格＝1,200 円＋税

『 患者さんのエイジングに備える
高齢者への歯周治療と口腔管理 』
超高齢社会の波が押し寄せる歯科医院。エイジン
グが進む患者さんに、どんな考えで、どんな知識
を学び、変化し続ける病態、状況にどう対応すれ
ばよいのか？日本の歯科が直面するテーマに、総
勢 70 名の執筆陣が正面から挑む本邦初の本格
書。臨床現場で起き続ける「こんな時、どうす
る？」の答えが見つかる一冊。
●監修＝吉江 弘正／吉成 伸夫／米山 武義
●出版＝インターアクアション
●価格＝18,500 円＋税
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『 器材準備マニュアル 第 7 版 』
第 7 版では、初診診査から小窩裂溝填塞、さらに
訪問歯科保健指導・診療での器材準備の例まで、
35 項目の写真を取り直して、古い器材や項目を
一新。より一層臨床現場に即したマニュアル書。
●編 ＝一般社団法人
全国歯科衛生士
教育協議会
●出版＝口腔保健協会
●価格＝3,000 円＋税
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