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イーロ・プラス ミラー
／ペントロンジャパン

ティオン ホーム プラチナ
／ジーシー

＜エアー噴射式表面反射デンタルミラー＞

＜歯科用ホームホワイトニング＞

ペントロンジャパンから発売された”イ
ーロ・プラス ミラー”は、ミラー表面へ
放射状にエアーを噴射し、つねにミラー表
面をクリアな状態に保つことができるセ
ルフクリーニングミラーシステムです。ミ
ラー表面へ効率的にエアーを噴射するこ
とで、患者様の呼気による雲りや、水滴の
付着を防ぎ、つねにクリアな視界を維持で
きます。

ジーシーから発売された“ティオンホーム
プラチナ”は、従来製品「ティオンホーム」
をさらに使いやすくした歯科用ホームホ
ワイトニング剤です。ジェルの性状や有効
成分の放出スピードを改良したことによ
り、従来製品より高いホワイトニング効果
を実現します。

【特徴】
●ミラーヘッドには独自の HR（High
Reflectivity/高反射）ミラーを採用（フ
ロントサーフェイスタイプ）
。
●軽量化を追求し、長時間にわたる術者の
疲労感を低減します。
●Yirro-plus ミラーには、ハンドル部を
ユニバーサルドッキング部から持ち上
げると自動的にエアーの噴射を開始す
る「プレミアム」と、ON/OFF スイッ
チによるマニュアルで操作噴射を開始
する「コンフォート」の 2 つのシステ
ムをご用意。
※ユニットのエアー配管を分岐して設置
（工事）する必要があります。
標準価格＝
プレミアムセット
163,000 円
コンフォートセット
108,000 円
プレミアム用フットベダル 28,000 円

『 ウルトラエッチ J 』
＜ ウルトラデントジャパン ＞

【特徴】
●改良されたホワイトニングジェルが水
となじみやすく、有効成分が唾液・歯面
に浸透しやすく、有効成分がしっかり歯
面に作用します。
●ホワイトニングジェルが唾液に溶けに
くく、歯面に密着し広がり留まるため、
マウストレー装着時に歯面にムラなく
有効成分が作用します。
●ジェルが白色のため、マウストレー内の
状態を確認できます。また、ジェルがト
レーからあふれ出た場合も、目視確認が
できるため、すぐにジェルを拭き取るこ
とができます。
●ティオンホームプラチナのマウストレ
ーは、柔軟性が高くソフトな装着感のた
め、違和感が少なく長時間のホワイトニ
ングも快適に行えます。また耐衝撃性に
優れているため、マウストレーの破損を
防ぐことができます。
標準価格＝スターターキット

6,500 円

カーラ スキャン 4.0
／クルツァージャパン
＜歯科技工室設置型コンピュータ支援
設計・製造ユニット＞

クルツァージャパンから発売された“カー
ラスキャン 4.0”は、処理能力に優れたコ
ンピュータを搭載しているため、スキャン
スピードが速く、快適なスキャニング作業
が行えます。コンパクトでありながら高い
性能を持ち合わせた CAD/CAM 用スキャ
ナです。
【特徴】
●明るい場所でもスキャンすることがで
きるドアクローズタイプなので設置場
所を選ぶことなく使用できます。
●スキャナ本体にパソコン機能がインス
トールされているため、別途周辺機器を
準備する必要がありません。
●ベーシックからアドバンスまで対応し
た使いやすいソフトウェアを搭載。顧客
管理も見やすく判り易いソフトウァア
です。
●コンパクトながら必要な機能と精度を
兼ね備え、更なるステップアップも可野
です。
標準価格＝本体一式 2,000,000 円

トータルエッチングにも適した 35％リン酸ジェル！
今回お勧めしたい商品はウルトラデントより販売されております歯科用エッチング材
『 #997-JP ウルトラエッチＪ 』です。導入しやすい 2 本入りとなっております。
特徴は青色の溶液で歯牙、血液と見分けがつきやすく、２０秒間のエッチングを施した場合で
も 1.9μm しか浸透しません。
（※リン酸 37％の場合 5.0μｍ）適度なフロー性は毛管現象を
促進し、咬合面の非常に小さな裂溝にも浸透します。また塗布した位置からの流出が少なく、
不要な箇所の脱灰が起こらない粘度です。この為Ⅲ級窩洞修復のための舌側等にも塗布するこ
とができます。用途により適切なチップをお選び下さい。付属のブルーマイクロチップは通常
使用に、また別売ですが、細かいエナメルエッチングには最細のナノチップを、広範囲に筆塗
り感覚での使用にはインスパイラルブラシチップ等、チップのバリエーションも豊富にござい
ます。是非この機会にお試しの程宜しくお願いいたします。

標準価格＝1.2ml×2 本入 2,900 円

福岡店 営業一課 森田 健朗
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★今週の新刊

『 根面う蝕の臨床戦略 』

『 はじめての顕微鏡 』

～「サイエンス」×「超高齢社会」で紐解く～

～マイクロスコープが「見える」
「使える」ようになる本～

超高齢社会・多歯時代を迎え、多発性根面う蝕の
発症・進行抑制および修復治療の困難さから、根
面う蝕の対応が課題となり、その発症・進行は患
者の生活背景に大きく左右される。そのため科学
的根拠に基づき、患者個々に適したフッ化物応用
をはじめとしたオーダーメイドの診断・予防・治
療が求められ、その具体的対応とともに、疫学、
細菌学、病理学も網羅して最新の知見を紹介。

「これからマイクロスコープを導入したい」
「導
入したけれどうまく使えていない」そんな先生方
に贈る、
“脱・初心者”のための一冊。実際に臨
床で使う前の“見える”顕微鏡にするための設定
やトレーニング、ポジショニングの基本などを
stepbystep で解説。より便利に使うためのノウ
ハウやインスツルメントの情報も網羅したマイ
クロスコープ超入門書。

●監著＝杉原 直樹／高柳 篤史
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,000 円＋税

●著 ＝三橋 純／寺内 吉継
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,000 円＋税
別冊ザ・クインテッセンス

QDT 別冊

『 Digital Dentistry YEARBOOK 2018 』
創刊８年目となる 2018 年の本号では、表紙お
よび巻頭論文のデザインを大幅リニューアル。
従
来の、
「ものづくり」主体の CAD/CAM がメイ
ンであった時代から、フェイシャルスキャナー、
歯科用 CT、口腔内スキャナー、顎運動計測装置
などを駆使した
「患者本来の機能とスマイルの回
復」を目標とする現代の DigitalDentistry をイ
メージした一冊。

『 マイクロデンティストリーYEARBOOK 2018 』
～インプラントサージェリー、天然歯保存への新活用術～

本別冊では、
インプラントサージェリーにおける
応用、天然歯保存における活用法をはじめ、医院
の記録システム・患者説明方法・経営スタイルな
どを公開するシリーズ「マイスタイル顕微鏡」の
ほか、歯科衛生士による活用術の紹介、さらには
学会誌「MICRO」注目論文の和訳などを掲載。
明日の臨床に生かせる情報が満載の書。
●編 ＝日本顕微鏡歯科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,500 円＋税

●監修＝日本デジタル歯科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

日本歯科評論 別冊

『 新版 Q&A で悩み解消！図解 SRP テクニック 』
SRP テクニックの定番本『Q&A で悩み解消！図
解 SRP テクニック』の改訂版。Q&A 方式の明
快な構成で、臨床で直面する SRP のやりづらさ
や問題に、どうくふうを加えれば理想の SRP に
近づくのか、分かりやすく解説。器具の選択から
ポジショニング、キュレットの把持、各部位にお
けるスケーリング方法、シャープニングまで、す
ぐ実践できる方法を惜しみなく伝授した一冊。

『 これで OK！ 基本から学ぶ歯科用コーンビーム CT 』
～画像診断、修復補綴、矯正、口腔インプラント治療への
デジタルワークフロー活用から保険診療まで～

臨床で歯科用コーンビーム CT 活用の幅を広げ
るポイントをエキスパートが解説。
画像の読影だ
けでなく CBCT データの活用したデジタルワー
クフローの症例も供覧し、
また国内で販売されて
いる最新 CBCT（11 社）の特徴も紹介。臨床
を広げる歯科用コーンビーム CT 活用術を基礎
から学べる虎の巻の書。
●編著＝金田 隆
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝5,800 円＋税

●著 ＝石原 美樹
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,800 円＋税
『 アンカースクリューを用いた矯正歯科臨床 』
～メカニクスと治療の実際～

『 実践 やさしい咬合理論 』
～国際的咬合理論に基づく入門書～

7 種類の最新アンカースクリューの臨床につい
て、リーディングクリニシャンが執筆。それぞれ
のアンカースクリューのメカニクスと治療の実
際を詳説に、かつわかりやすく解説された書。

第 1 章：咬合理論、第 2 章：咀嚼器官、第 3 章：
咬合分析、第 4 章：疾患名と診断、第 5 章顎関
節症から分類すべき疾患、第 6 章：咬合治療の各
章により、国際的にリーディングによる咬合理論
を分かりやすく解説した一冊。

●共著＝重枝 徹／橋本 幸治／高橋 正光
大谷 淳二／板垣 正樹／上里 聡
小山 勲男／有島 常雄／深沢 真一
●出版＝東京臨床出版
●価格＝7,000 円＋税

●著者＝外川 正
●監修＝藤村 朗
●出版＝シエン社
●価格＝3,200 円＋税
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