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ナノブラシ／白水貿易
＜歯科用ディスポーザブル
アプリケータ＞

-

白水貿易から発売された“ナノブラシ”は、
超極細ブラシの採用により、ボンディング
材等の液体を少量ピンポイントに適用可
能な歯科用ディスポーザブルアプリケー
タブラシです。円筒状の緻密植毛のため、
隣接部や複雑な窩洞に最適で、超極細ブラ
シが奥まで深く入ります。
【特徴】
●根管の清掃や残渣の除去、MTA を用いた
根管充填・シーラー等の適用、コア築盛
前のボンディング財投の前処理剤の適用
など、幅広い用途で使用が可能です。
●ハンドル部が折り曲げ可能なため、用途
や部位に応じて角度調整が可能です。
●容器を振って 1 本ずつ取り出すことが可
能です。
●植毛部がショートとロングの 2 種類をラ
インナップし、用途に応じて使い分けが
可能です。

標準価格＝50 本ケース入 1,200 円

『 PRG プロテクトシール 』

LUNOS プロフィーペースト
／プレミアムプラスジャパン

メルサージュ ヒスケア
1450ppm／松風

＜プロフィーペースト＞

＜薬用歯みがき剤＞

プレミアムプラスジャパンから“LUNOS
プロフィーペーストシリーズ”が発売され
ました。LUNOS は、極力研磨力を抑えて
長期的に歯を守ることをコンセプトにド
イツの歯科メーカー「デュールデンタル」
が立ち上げた予防歯科ブランドです。
【LUNOS 2 in1 特徴】
●2 in1 ペーストは、使用中に粒子が細か
くなり、1 本で粗研磨から仕上げ研磨ま
で可能で、飛び散りにくく、操作性が良
いペーストです。
●RDA28、ケイ酸カルシウムがステイン
を吸着し包み込んで落とします。
●ナチュラル（無香料）
、オレンジ、ミン
トの 3 種類をラインナップ。ミントには
フッ素 1500ppm 配合しています。

松風より発売の知覚過敏症を予防する歯
みがき剤「メルサージュヒスケア」が、フ
ッ 化 物 濃 度 を 従 来 の 900ppm か ら
1450ppm へと大幅に引き上げることで
むし歯予防の強化を高めてリニューアル
発売されました。香味には従来のソフトミ
ントに加え、新たに爽快感のあるグレープ
フルーツミントフレーバーをラインナッ
プ。２つの香味から選ぶことができます。

【LUNOS スーパーソフト特徴】
●スーパーソフトペーストは、市場で初め
ての RDA5 を実現。研磨成分にはハイ
ドロキシアパタイトを使用し、歯面を滑
沢に艶のある表面にすることでプラー
クの再付着を予防します。インプラント
や知覚過敏への使用も可能です。
●ナチュラル（無香料）とオレンジをライ
ンナップ。

【特徴】
●知覚過敏による刺激の伝達を防ぐ「硝酸
カリウム」と、刺激が伝わる象牙細管の
入口をふさぐ「乳酸アルミニウム」の薬
用成分をダブル配合することで、知覚過
敏症状をより効果的に予防します。
●薬用成分の「ポリエチレングリコール
400」が歯の表面に付着するステイン
（着色汚れ）
やヤニ汚れを溶解するため、
歯を傷つけずに汚れを除去します。
●ステイン（黄ばみ・くすみ）除去効果の
あるシリカ&結晶セルロースを配合。
●歯周病（歯肉炎・歯周炎）の予防に効果
的な薬用成分「β-グリチルレチン酸」を
配合しており、歯のトータルケアを考え
た薬用歯みがき剤です。

標準価格＝50g 入 2,800 円

患者参考価格＝80g 入 980 円（税別）

標準価格＝100g 入 4,200 円

除去性と密着性を併せ持つレジン系仮封材！

＜ 松風 ＞

インレーセットの際に残った仮封材がなかなか除去できなかったり、また、セット日前に仮封
材が取れたり、割れてしまって再度仮封したりといったことはございませんでしょうか？
そんな日々の診療を改善してくれるのが、
今回ご紹介いたします㈱松風から発売のレジン系仮
封材『PRG プロテクトシール』です。歯牙に対し密着で仮封し、ゴムの弾力性を持っているの
で割れるといったことがなく、短針で刺すことにより容易に外せます。また㈱松風独自の開発
S-PRG フィラーを含んでおりますので、歯質強化や抗プラーク性もあります。
ご使用いただいておりますスタッフさんからは、
「除去も簡単で、外した後に匂いが少なく感
じる。
」
「単なる外しやすい仮封材ではなく、形成した歯牙も守るので一石二鳥ですね。
」と好評
価をいただいております。
只今、
弊社でお試し限定キットでのセール企画も行っておりますので、
ぜひこの機会に用命ください。
熊本店 営業四課 髙木 良典
限定キット＝粉 35g＋液 50ml 3,800 円
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★“UK 薬用ハンドソープⅡ”リニューアル発売のご案内！

手にやさしい弱酸性で、
しっとりとした洗い上がりの薬用ハンドソープ！
弊社オリジナル製品の薬用ハンドソープが、この度“UK 薬用ハンドソープⅡ”
としてリニューアル発売いたしました。薬用成分のイソプロピルメチルフェノー
ルの配合はそのままに、従来品の弱アルカリ性（PH 約 9.8）から、今回の UK
ハンドソープⅡは肌に近い弱酸性（PH5.0～7.0 規格値）なので、より手肌にや
さしく、また海洋性コラーゲンの配合で、洗い上がりも従来のさっぱりタイプか
らしっとりタイプになっております。
ただいま、発売記念キャンペーンといたしまして、500ml 空ボトルをセットに
してご提供いたしております。新たにリニューアルいたしました“UK 薬用ハン
ドソープⅡ”を是非この機会にご用命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Ⅱの特徴】
●有効成分イソプロピルメチルフェノール配合。
●保湿成分に海洋性コラーゲン配合。
●フローラスシトラスの香り。
●廃棄しやすい減容ボトルを採用。
●液量が確認できる半透明ボトル容器。
●医薬部外品。

★今週の新刊

※標準価格＝4000ml 入 6,000 円
空ボトル
500 円
※製品の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。

『 完全攻略スーパーボンドⓇ 』
～接着の悩み即解決～

『 歯医者さんに教えて！どんなお薬飲んでいますか？ 』
～患者さんの薬と持病を確認するときに使う本～

スーパーボンド®活用のエキスパートである著者
陣が自身の臨床例を提示し、スーパーボンドを使
った治療を成功に導くポイントについて解説。さ
らに臨床を支える基本的なエビデンスとスーパ
ーボンド製品群の紹介を通して、現在のスーパー
ボンドの全容が把握できる一冊。

患者さんと一緒にチェアサイドで確認できるよ
う、全身疾患別に約 200 点の薬剤写真・特徴を
収載。この他、問診で使えるチェックリスト、歯
科治療時の注意点や患者さんに伝えたいことを
記載し、わかりやすさと使いやすさにこだわって
まとめた書。

●監著＝二階堂 徹／清村 正弥
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝11,000 円＋税

●監修＝長坂 浩
●編集＝中島 丘
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,800 円＋税

『 文献ベースで歯科臨床の疑問に答える
チェアサイド Q&A 予防歯科編 PART1 』

QDT 別冊

『 ジャパニーズ エステティック
デンティストリー 2019 』

患者さんからの質問や臨床上の疑問を抱えて困
っていませんか？そんな皆さんの“ハテナ”を解
消すべく、臨床などの現場から挙がった疑問・質
問から 50 個を厳選し、研究者の先生方に文献
ベースで答えた質問集の予防歯科編 PART1。

本誌は、Quintessenz Verlag （ドイツ）発行
の「the International Journal of Esthetic
Dentistry」の日本版。創刊５年目を迎え、ます
ます強力な著者陣に執筆を依頼。日本人による、
日本人のための繊細な手技と治療結果を世界へ
発信していく一冊。

●監著＝於保 孝彦
●編著＝予防歯科臨床教育協議会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,500 円＋税

●編集委員長＝山﨑 長郎
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税
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