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カルプーレ 35G
／クルツァージャパン

シトラバスターEX
／日本歯科商社

ジェラート プロフィーペースト
／名南歯科貿易

＜歯科用注射針＞

＜ノンケミカル除菌・抗菌剤 ＞

＜プロフィーペースト＞

クルツァージャパンから 1 月 21 日に発売
される“カルプーレ 35G”は、カルプー
レシリーズの最細を実現した注射針です。
直径 0.23mm、長さ 12mm の針寸法で、
刺通抵抗値も低く、患者様の負担の軽減に
配慮した極細注射針です。

日本歯科商社から発売された“シトラバスタ
ーEX”は、グレープフルーツ種子から抽出
されたポリフェノールを主成分とする天然
抗菌料配合製剤です。アルコールや塩素等の
下顎物質を含まないノンケミカルのため、あ
らゆる場面の抗菌対策に安心して使用でき
ます。本剤の主成分であるポリフェノール
（脂肪酸フラボノイド）は、抗菌力が極めて
高く、さらに抗ウィルス作用も北出喜、作用
を持続させる特長があります。

【特徴】
●先端角 9 度の鋭角な刃面加工と、シリコ
ンコーティングにより、疼痛の少ない注
射が可能です。
●刺通抵抗値は、33G よりも 15%以上低
下しました。
●内径は 33G と同じ約 0.11mm を確保
しているため、細径化による注入圧の増
加はありません。また、たわみ量は約
0.08mm に留めています（33G のたっ
わみ量は約 0.06mm）
。
●カルプーレシリーズ全てにおいて
ISO13485 を取得している国内工場で
製造しています。
標準価格＝100 本入
2,500 円
エコパック（300 本入）6,000 円

『 ミダシナミネイル 』
＜ モモセ歯科商会 ＞

【特徴】
●天然成分のみで人と環境に優しく、除菌剤
の弱点である有機物に対して影響されま
せん。
●コーティング効果による除菌作用が持続
するので、消毒剤のコスト削減ができま
す。
●有機物混在下でも変わらない除菌力を発
揮します。
●無色・無臭・アルコールフリー。
標準価格＝4 リットル入 14,000 円
（空スプレー1 本付属）

名南歯科貿易から発売された“ジェラート
プロフィーぺースト”は、単回使用に便利
なカップ入りタイプのプロフィーペース
トです。院内感染予防を考慮した、また患
者様にわかりやすく、安心を届けることが
できるプロフィーペーストです。
【特徴】
●1.23%フッ素含有のペーストです。
●滑らかで飛び散りにくい「ジェラート」
のような質感です。
●ステイン除去からつや出しまで、幅広く
対応します。
●高い研磨力をもちながら、エナメル質に
優しいペーストです。
●カップの固定に便利なリング付きです。
●単回使用の 2g カップ入り。

標準価格＝1 箱（200 個入）4,000 円

サッと磨いて驚きの輝きを！
今回ご紹介させていただく商品は㈱モモセ歯科商会より発売しております『ミダシナミネ
イル』です。こちらの商品は、小さな透明のガラス板ですが、サッと磨くだけでキラキラ光
り素敵な輝きを引き出します。マニュキュアに含まれる悪影響を与えかねない成分がなく、
健康的に美しい爪をお楽しみいただけ、マニュキュアを塗ったような輝きが 3 週間くらい
持続します。
半導体フォトエッチングプリンティング技術を採用し、持ちやすさを最大限に追求したラ
ウンドエッジになっており、有害物質が無く、強化ガラス採用で割れにくく、安全に使用で
きます。また、水洗い可能で、洗って何度も繰り返しお使いいただけます。
ご購入頂いたスタッフ様からは、
「病院ではネイルは禁止されていますが、爪が輝いてい
るだけで清潔感がアップします。
」と大変好評です。是非この機会にお試しください。
福岡店 営業三課 氏川 圭太

標準価格＝1 個 1,200 円
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★ヨシダ“ノバシーズンズ UK バージョン”100 周年 Anniversary キャンペーンのご案内！

UK セレクト仕様のチェアユニットを特別価格にてご奉仕！
㈱ヨシダとのタイアップにより、UK オリジナルバージョン仕様のチェアユニッ
ト“ノバシーズンズ”を、この度 100 周年記念といたしましたセレクト仕様に
て 1 月 21 日～3 月 20 日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたします。セレ
クト仕様は、ドクタースツール“モア Nr”や高性能タービン“LUNASUS1”
をセットにしご提供させていただきます。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。キャンペーン価格等、詳細につきましては当社営業担
当者までお気軽にお尋ねください。
【ノバシーズンズの特徴】
●標準仕様でタービン・マイクロモーター・LED 無影灯等、通常診療に必要な装
備が揃っているため、そのまま診療が可能です。
●乗り降りと診療姿勢を考えた最低 380mm／最高位 700mm を実現。（カン
タータイプ）
●コンパクトなハンガー一体型のドクターテーブルを採用し、診療中のハンドリ
ングを考慮したデザインです。一体型なのでメンテナンスも容易です。
●シンプルで使いやすい操作パネルを搭載。ピクトグラムボタンでチェアの動き
やハンドピースの制御、メモリー機能にアクセスします。
●陶器製の鉢を採用し、唾液等で汚れやすい鉢のメンテナンスも容易です。
●チェアはカンタータイプ・前折れステップタイプの 2 種、テーブルはベースマ
ウント・オーバーアーム・カートタイプの 3 種、計 6 つのバリエーションか
ら選ぶことができます。また、オプション品も充実しており、診療スタイルや
お好みに応じてカスタマイズが可能です。

★今週の新刊

Dr スツール

タービンハンドピース

モア Nr

LUNASUS1

『 攻めのクラウン・ブリッジ 』

『 ＩTＩ Treatment Guide Volume 11 』

～S Shape Profile の臨床～

～インプラント歯学におけるデジタルワークフロー～

接合上皮マージン、Nameta circle から得られ
た傾向とその臨床の提案、
オベイトポンティック
の臨床、
ポンティック基底面に接する歯肉の自浄
作用の検証を中心に、100 症例を超える提示と
ともに、
積極的な治療手技で審美性をも獲得でき
ることを示す著者渾身の一冊。

Vol. 11 ではデンタルインプラントにおけるデ
ジタルワークフローがテーマ。加速度的に発展の
進むデジタルデンティストリーにおいて、安全
に、患者の利益を優先して治療を行うため、エビ
デンスに基づいたデジタル技術と術式の応用を
示した一冊。

●著 ＝行田 克則
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝19,000 円＋税

●編 ＝D.Wismeijer／S.Barter／N.Donos
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,000 円＋税

『 ブタ実習から学ぶ 歯周外科サブノート 』
2018 年の大ベストセラーの「こだわりペリオ」
著者陣を中心に、日常臨床で頻用される“遊離歯
肉移植”
“結合組織移植”
“再生療法”などについ
て、ヒト臨床では説明しきれない部分を多角的に
写真で示し、
“サブノート”的に活用できるよう
に仕上げた一冊。
●監修＝瀧野 裕行／松井 徳雄
●著 ＝中島 隆／大川 敏生
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,000 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

睡眠時無呼吸・いびき防止装置、オクルーザルアプライアンス、
マウスガードなど、おもな OA の基礎・製作・説明がわかる！
『 臨床家のためのオーラルアプライアンスガイドブック 』

オーラルアプライアンス（OA、口腔内装置）に
着目し、サーモフォーミングを用いたテクニック
を中心にまとめました。マウスガード、オクルー
ザルアプライアンス、ナイトガード、睡眠時無呼
吸・いびき防止装置、アライナー型矯正装置など
の日常臨床に役立つさまざまなOA製作法と患者
さんへの説明、最新情報を網羅した一冊。
●監修＝小見山 道
●編著＝鈴木 浩司
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,000 円＋税
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