Vol. 752 発行日 2019 年 1 月 15 日

マイクロマックスブライト
／モリタ

プリニア スマイル／ジーシー
＜音波振動歯ブラシ＞

＜歯科用電動式ハンドピース＞

フルオートリングファーネス
SRF900 ／モリタ
＜歯科技工用リング焼成炉＞

-

モリタから 1 月 21 日に発売される“マイ
クロマックスブライト”は、コードレス化
と LED により、チェア上でなくてもどこ
でも PMTC が行える歯科用電動式ハンド
ピースです。コードの制限から解放される
ため使用場所を選ばず、また LED の搭載
で影ができやすい臼歯部でもしっかり照
らすことができます。
【特徴】
●コントラアングルヘッド部は、ラッチタ
イプとスクリュータイプの 2 種類を用
意。オートクレーブ滅菌（135℃）対応。
●簡単に脱着可能な LED モジュールを搭
載。スタートボタンと連動してライトが
点灯します。
●強トルクにより、低速回転でも高い清掃
力を発揮します。
●見やすい液晶表示により、回転スピード
やモード、充電量を一目で確認できます。
●大容量バッテリーにより、フル充電で駆
動時間は約 3 時間。訪問診療など外出先
でも使用できます。
標準価格＝本体一式 132,000 円

『 完全攻略 スーパーボンド® 』
＜ クインテッセンス出版 ＞

ジーシーから好評発売の音波振動歯ブラ
シ「プリニアスマート」の後継機種として
“プリニアスマイル”が 1 月 21 日より発
売されます。口腔内の状況に合わせて選べ
る 3 つのモードを新規に設定し、従来品に
はなかったパワーコントロール機能を搭
載。また、用途に合わせて選べる 3 種類の
ブラシを本体一式に標準装備しています。
【特徴】
●本体に 3 種類のブラシヘッドを標準装
備。マルチフィットブラシはプラークを
効率よく落としたい方へ、密集極細毛ブ
ラシは歯周病ケアやポケットの清掃に、
ワンタフトブラシは通常の歯ブラシが
届きにくい部分を重点的に磨きたい方
へ、と用途に合わせて使用できます。
●クリーン・ノーマル・S-ソフトの 3 つ
のモードを搭載。電源ボタンを押すごと
に切り替わります。モード記憶機能付
き。
●従来品にはないパワーコントロール機
能を搭載。適切なブラッシング圧で磨い
ている間は、ブラッシング圧によるブラ
シ振幅の低下を防いでくれるため、より
プラーク除去効率が上がります。
患者参考価格＝
本体一式 10,260 円（税別）

簡便な操作が可能なヒートショックモー
ドを搭載した“フルオートリングファーネ
ス SRF900”が、モリタから 1 月 21 日
に発売されます。従来器に HS プログラム
（ヒートショック用）を追加し、設定され
た係留温度までフルパワーで昇温、係留が
できます。簡単操作と多機能を有したフル
オートリングファーネスです。
【特徴】
●直径90mmのリングであれば2個、直径
30mmのリングであれば35個まで収納
できるワイドスペースの炉内です。
●焼却パターンプログラムを通常の10プ
ログラムから拡張機能により最大20プ
ログラムまで変更することが可能です。
●多種多様な埋没材に対応するために3つ
の焼却パターンを連結させることによ
り、最大9ステージまで拡張できます。
●焼却時のワックスの流れを考慮した溝
付セラミックトレーを採用しています。
●別売のリバーナー“AIR GUARD SP”
との併用で、
有毒ガスを効率よく分解し、
クリーンな技工環境で作業ができます。
標準価格＝SRF900 本体 258,000 円
AIR GUARD SP 98,000 円

接着の悩み即解決！
次ははずせない！！最後の砦はスーパーボンドと考えられていらっしゃる先生も多いのでは
ないでしょうか？セメントを正しく使用するには、メーカーの添付文章をよく読んでいただき、
手順や内容、用途などをよく理解していただくことが重要です。
今回ご紹介させていただきたい製品（書籍）は、クインテッセンス出版から昨年末に刊行さ
れた『完全攻略スーパーボンド®～接着の悩み即解決～』です。スーパーボンドの基本操作→基
礎→どのように臨床で使用するかと３章で構成されています。1982 年の発売以来、成分にモ
デルチェンジはないものの、新しい CAD/CAM 冠のような新しい材料の接着にも対応できて
いるスーパーボンドを今一度ご理解いただき、臨床の幅を広げてみてはいかがでしょうか？
※弊社では 2 月 20 日までの期間中、スーパーボンド筆積セットをキャンペーン特価にてご奉
仕いたしております。是非この機会にスーパーボンド＋完全攻略本のセットでご用命いただ
きますと幸いです。

本体価格＝11,000 円＋税

長崎店 営業一課 中野 悠一
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★“スーパーボンド筆積みセット”キャンペーンのご案内！

セット購入が大変お得な UK オリジナルキャンペーンです！
接着歯学の進歩に長年に渡り歩み続けるサンメディカルのスーパーボンド®シリーズの
中より、筆積法に特化した“スーパーボンド筆積セット”を 2 月 20 日までの期間限定、
ならびに 500 セットの数量限定にてキャンペーン特価にてご奉仕いたしております。特
に単品を数種類ご購入いただくよりもセット購入が大変お得なキャンペーンです。昨年も
大好評をいただき完売したという、年に一度の UK オリジナルキャンペーンです。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。

『スーパーボンド® 超使いこなしガイド』進呈中！
知りたいことがズバリわかる本『スーパーボンド®超使いこなしガイド』
限定 500 セット
をご進呈いたしております。
接着ってどういうこと？スーパーボンドを使
いこなすには？「筆積法」と「混和法」の使用方法のポイント、なるほど！
接着のテクニック、こんな時はどうする？知って得する Q&A など、約 ※数量限定のため、限定数に達し次第
60 ページに渡りスーパーボンドの使いこなし術が網羅されています。ス
終了とさせていただきます。
ーパーボンドをご使用の医院様にご活用いただけるガイド本（無料進呈）
ですので、この機会に弊社営業担当者にお申し付けください。
※標準価格＝筆積セット 21,600 円
●見どころ 1：使用方法をイラストで解説！
※尚、キャンペーン特価につきまして
●見どころ 2：臨床例を多数掲載！
は弊社営業担当者にお尋ねください。
●見どころ 3：いますぐ使えるテクニックが満載！

★今週の新刊

『 口腔外科のレベルアップ&ヒント 』

『 かかりつけ歯科医のための口腔機能低下症入門 』

臨床家なら誰しもが押さえておくべき口腔外科
の“いま”を集め、臨床で“すぐ”に活用できる
ように構成した必要な技術と知識が満載の一冊。
口腔外科専門医はもちろん、口腔解剖や歯内療法
専門医、さらには法曹の専門家である弁護士らが
執筆。臨床家の“知りたい”が詰まったマストア
イテムの書。

かかりつけ歯科医として患者の変化を見逃すこ
となく、的確なアドバイスを行うことが求められ
る。本書は、
「口腔機能低下症」の基礎知識と、
診断に欠かせない７つの検査項目を詳細に解説
するとともに、保険の算定方法や歯科衛生士との
連携についても網羅した「口腔機能低下症」の入
門書。

●編著＝片倉 朗
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝9,000 円＋税

●監修＝一般社団法人 日本老年歯科医学会
●編著＝櫻井 薫／水口 俊介
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,600 円＋税

『 歯科医師のための臨床ノート
健康寿命を支える補綴処置と口腔ケア 』
～咀嚼機能回復と維持のために～

『補綴臨床テクニカルノート』
シリーズの執筆陣
が、
超高齢社会における健康寿命延伸を支える咀
嚼機能回復とその維持の重要性について解説。
本
書では咬合の重要性、
咀嚼機能を活かす補綴処置
のポイント、
それらを支えるための口腔衛生状態
維持の重要性を多くのイラスト・図表を用いてわ
かりやすく詳説した一冊。
●著 ＝河野 正司／金田 恒／小林 梢
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,200 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

『 歯科衛生士採用試験面接試験攻略法 』
～就職後もしっかり役立つ
歯科医療現場と就活のプロが教える～

面接に関する基礎知識から自己 PR と志望動機
の作り方、よくある質問への回答例など、歯科衛
生士を目指す人が受験する面接試験の実践的な
対策を分かりやすく紹介した一冊。
歯科医療現場
と就活のプロが教える、
理想の職場で働くデンタ
ルスタッフになるための「使える」面接攻略本！
●著 ＝合場 千佳子／濱田 安岐子
●出版＝つちや書店
●価格＝1,600 円＋税
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