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クラプロックス
HYDROSONIC PRO／ヨシダ
＜電動歯ブラシ＞

-

「柔らかいブラシ毛」で好評のクラプロッ
クスの電動歯ブラシ“ハイドロソニックプ
ロ”が、ヨシダから発売されました。1分
間に22,000～42,000回の3種類の音波
振動と、1～3種類の強度（振幅）レベルの
組み合わせにより、歯のすきまや歯周ポケ
ットなどの歯ブラシの届きにくい部分の歯
垢を効率的に除去します。
【特徴】
●独自開発されたクレーン繊維を採用した
ブラシは、非常に柔らかく安定した性能
を保証します。また、クラカーブの角度
により、磨きにくい部位にも容易に行き
とどきます。
●ブラシヘッドは、歯全体を包み込むしず
く型の「パワー」
「センシティブ」の2種
類と、歯と矯正器具の間や歯肉の辺縁を
洗浄しやすい形状の「シングル」の3タ
イプをラインナップ。
●ブラシヘッドの裏側をシリコンコーティ
ングすることで嫌な振動を防ぎます。
●人間工学から生まれたクラカーブ（角度
付き）のブラシヘッドで、届きにくい部
位にも歯ブラシが届きます。
患者参考価格＝
本体一式 25,800 円（税別）

4ZRS／モモセ歯科商会
＜ジルコニアクラウン
撤去用ダイヤモンドバー＞

ラボラトリーレーズ LL4
／モリタ
＜歯科技工用電気レーズ＞

モリタから発売された“ラボラトリーレー
ズ LL4”は、安定した強力モーターでらく
に研磨作業が行える歯科技工用電気レー
ズです。0～10,000min-1 の無段階変速
で、研磨作業にマッチしたスピード選択が
可能です。
モモセ歯科商会から発売されたダイヤモ
ンドバー“4ZRS”は、従来品の「4ZR」
よりも、切削力を高めるために作業部直径
を更に拡大し、ジルコニアクラウンにスリ
ットを入れやすい新形態のジルコニアク
ラウン撤去用ダイヤモンドバーです。作業
部を短くすることで、より破折しにくい設
計のバーです。
【特徴】
●3 層コーティングの上にさらに特別層を
設けているので、ジルコニアを削っても
ダイヤ粒子が簡単に脱離しにくくなっ
ています。
●通常タイプのダイヤモンドバーと比較
して、ダイヤ粒子の数をさらに増やすこ
とで、切削効率を高めています。
●使用には 5 倍速コントラ（適正回転数
16 万回転）を推奨。注水下で使用。
●ニケイ酸リチウム系セラミックスの撤
去も可能です。
標準価格＝1 本 1,500 円

【特徴】
●回転数が無段階変速のため、低速から高
速回転（最大 10,000min-1）まで、安
定感の高い作業が可能です。
●回転調整ツマミには目盛りがあり、作業
に応じた設定が可能です。また、本体は
9.6kg と重く、作業時の安定感がありま
す。
●シンプルなフラットパネルスイッチに
より、メンテナンスが容易です。清掃が
しやすく粉塵の侵入による故障が防げ
ます。
●バフホルダー（タケノコ）や別売品のデ
ィスクホルダー、バーホルダーは、ネジ
式を採用していることから、使用中の緩
みや脱落の心配がなく、安全に研磨作業
が行えます。

標準価格＝本体一式 125,000 円

『 DH フィットライナー 』
＜ デンケン・ハイデンタル ＞

業界初！ペーストタイプの硬質リライニング材！
今回、ご紹介させて頂きますのは、デンケン・ハイデンタル株式会社より発売されて
おります『DH フィットライナー』という商品です。
特徴としましては、①粉、液の練和がいらない為時間を短縮、②ペーストタイプのた
め筋形成が容易な流動性が持続、③訪問診療にも使いやすい携帯性、④直接盛り上げる
為無駄が少なく経済的、という 4 つの特徴があります。色調は母材の色と調和するクリ
アピンク色になっております。基本セットは、本材（55g）と専用のプライマー（7ｍl）
が付属されております。
ご購入して頂いた先生からは、
「訪問診療時に基本セットだけ持っていけばいいからと
ても楽で助かる。
」とのお声を頂いております。加えて、コストパフォーマンスにも優れ
ております。まずは、お求めやすい基本セットから使われてみてはいかがでしょうか。
是非ともこの機会に一度弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。

標準価格＝基本セット
6,000 円
単品（55g）4 本入 13,500 円
プライマー（30ml） 2,500 円

熊本店 営業二課 下酔尾 美博
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★今週の新刊

『 世界最強の歯科保健指導 中巻 』
～歯科の世界はこんなにおもしろい～

「歯と口の話は宝の山」
「歯科には一生健康で過
ごすための知恵がたくさんある」
と日頃から訴え
る著者。
その言葉どおり本書には誰かに伝えたく
なる話、
歯と口の価値観を高める話がつまってい
る。子どもからお年寄りまで、そして歯科医療者
も、
「へ〜っ」とうなずきたくなる話ばかりをマ
ンガやイラスト、写真で楽しく読める一冊。
●著 ＝岡崎 好秀
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝11,000 円＋税

『 21 世紀版 インプラントのための
重要 12 キーワード ベスト 240 論文 』
～プレゼンで使える、あの分類および文献～

世界のインパクトファクターを決めるトムソ
ン・ロイター社が選出する論文集シリーズ。今回
はそのシリーズ化を決定づけた『インプラント
編』が 5 年の時を経て“21 世紀版”として再
登場。掲載論文はすべて 2001 年以降に発表さ
れたものに限定・刷新。さらに、「プレゼンで使
える、あの分類および文献」ではペリオとインプ
ラント周囲疾患の新分類なども掲載した書。
●編 ＝一般社団法人
日本インプラント臨床研究会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,500 円＋税

別冊ザ・クインテッセンス

『 口腔外科 YEARBOOK 一般臨床家、
口腔外科医のための口腔外科ハンドマニュアル ’19 』
上顎歯抜歯時の偶発症と対応、インプラントの撤
去、マイクロスコープによる外科的歯内療法、抗
菌薬の使用等を取り上げた「ベーシック編」
、主
に認定医・専門医をめざす方に向けた「アドバン
ス編」
、診断・治療・ケアやトラブル防止等を紹
介した「口腔と全身の管理編」の 3 編で構成。ビ
ギナーからエキスパートまで外科手技の習得に
必携の最新版！
●編 ＝日本口腔外科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

『 アスリートも歯がいのち！ 』
「アスリートはむし歯、酸蝕症、歯周病になりや
すい？！ 」
「パフォーマンスアップに矯正治療が
有効！」
「歯をケガしたときは？」など、スポー
ツを楽しみつつ歯の健康も守るためのノウハウ
をマンガでわかりやすく解説した書。
●著 ＝太田 武雄
●マンガ＝ほり みき
●執筆協力者代表＝武田 友孝
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝2,800 円＋税

デンタルハイジーン BOOKS

『 現義歯から読み解く新義歯への手がかり 』

『 みるみる身につくペリオの教養 』

～義歯診断トレーニング～

月刊『デンタルハイジーン』の大反響があった連
載を大幅加筆し書籍化！歯周基本治療に関する
基本的な事柄から、歯周炎分類新国際基準や歯周
炎の新たな病因論「PSD」など最新の知識まで
をエビデンスベースで解説した一冊。
●著 ＝関野 愉
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,800 円＋税

月刊『歯界展望』の好評連載『診断力トレーニン
グ現義歯から読み解く！新義歯への手がかり』が
書籍化！現義歯からさまざまな情報を深く収集
し，吟味するステップこそが，新義歯成功への近
道であることを実際の症例をもとにわかりやす
く解説した一冊。
●著 ＝松田 謙一
●出版＝医歯薬出版
●価格＝6,000 円＋税

～待合室で学べる歯の健康～

『 100 歳まで自分の歯でおいしく食べよう！ 』

『 事例でわかる歯科衛生過程 』

100 歳まで自分の歯でおいしく食べるために、
子どもからお年寄りまで実践していただきたい
4 つの方法を紹介。おやつに含まれる砂糖の量、
飲みものの酸性度（pH）
、みがきにくい歯のブラ
ッシングのポイントなど、患者指導にも利用でき
る資料が満載の書。

本書ではいくつかの事例をもとに、対象者（患者
さんなど）の抱える問題解決のための流れを具体
的に提示。各段階の留意点とともに、それぞれが
もつ意味や内容など、自らで考えるステップとし
てまとめた書。臨床場面に対応できる歯科衛生士
になるための実践テキスト！

●著 ＝渡邉 晴美／齋藤 滋子
●監修＝木野 孔司
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,000 円＋税

●編＝全国歯科衛生士教育協議会
●編集代表＝遠藤 圭子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,200 円＋税

０
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