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JＩZAＩ（自在）／マニー

やわらか亭／ヨシダ

＜NiTi ロータリーファイル＞

＜ユニバーサルデザインフード＞

カタナ アベンシアブロック ML
／クラレノリタケデンタル
＜歯科切削加工用レジン＞

マニーから発売された NiTi ロータリーフ
ァイル“JＩZAＩ”
（自在）は、独自の熱
処理技術と特徴的な形状で、本来の根管か
らの逸脱を最小限にした電動式ロータリ
ーファイルです。ファイルの断面形状、刃
部ピッチにより引き込まれの少ない滑ら
かな切削性能を実現します。

-

【特徴】
●マルテンサイト相に近い中間相（R 相）
の金属特性（形状記憶特性）を持ち、根
管の形態にそった形成が可能です。
●ラジアルランドを有しているので、過剰
な切削や食い込みを抑え、バランスのと
れた切削感が得られます。
●回転軸を、ファイル断面の中心からずら
すことで切削片を掻き上げるポケット
を大きくし、排出性を高めています。
●Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの 3 本でフルレングス法によ
る拡大形成が可能です。
●使用モーターは、正回転数で、回転数と
トルク値の設定ができるモーターを使
用ください。
標準価格＝基本キット
（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ各 1 本） 5,400 円
単品（3 本入）
5,400 円

『 Ti-Max Z45L 』
＜ ナカニシ ＞

ヨシダから発売された“やわらか亭”は、
温めなくてもそのまま美味しく食べられ
るユニバーサルデザインフードです。ユニ
バーサルデザインフードとは、日常の食事
から介護職まで幅広くお使いいただける
食べやすさに配慮した食品です。
【特徴】
●「美味しさ」
「やわらかさ」
「使いやすさ」
そして「栄養」にこだわったフードです。
●常温保存が可能で、温めなくても美味し
く食べられる味・やわらかさなので、火
を使うことが心配な方や調理すること
が難しい方でも、安心して食べたいとき
にすぐお召し上がりできます。
●温めたいときは電子レンジで１分の手
軽さです。
●国産のお米をやわらかく炊き上げた、厳
選メニュー５食（カレーライス、ハヤシ
ライス、中華丼、麻婆丼、牛丼）をライ
ンナップ。
●歯科治療中の痛みで食べられない時に
もおすすめです。
患者参考価格＝1 食

450 円（税別）

クラレノリタケデンタルから発売中の歯科
切削加工用レジン材料「カタナアベンシアブ
ロック」に“ML（マルチレーヤー）
”タイプ
が新たにラインナップされました。独自の製
造技術により、滑らかなグラデーションを有
する小臼歯クラウンをシンプルな作業で製
作できます。
【特徴】
●超微粒子フィラーを高密度に配合し、強度
と滑沢耐久性を両立した CAD/CAM 冠
用ブロックです。
●クラレノリタケデンタル独自の製造技術
マルチレイヤード構造により、各層の移行
部が滑らかなクラデーションを有してい
ます。金属のクラウン（補綴物）ではかな
わなかった、天然歯に近い色調を有する小
臼歯クラウンを実現します。
●カタナアベンシアブロック単層と同様に、
超微粒子フィラーの高密度配合により、技
工操作及び咬合調整後の研磨性に優れて
います。
●色調は A2、A3、A3.5 の 3 色。

標準価格＝1 箱（5 個入） 13,500 円

視界のよさが得られる世界初４５°コントラ！
今回ご紹介させていただきます商品は、(株)ナカニシから発売中の『 Ti-Max Z45L』
です。45°の角度が付いているため、従来のコントラでは届きにくかった大臼歯部へも前
歯部や歯列に干渉されることなくアクセスできます。安定した回転と高トルクでスムーズな
埋伏智歯の切断除去が可能で、術者と患者さんの負担を大きく軽減します。チップエアのあ
り・なしの切り替えがコントラ側でできるため、チップエアをなしにすることで埋伏智歯の
切断除去時にも皮下気腫の心配もありません。また増速 1:4.2 のためチップエアをありにす
ることで支台歯形成も可能です。
お使いいただいている先生からは、
「通常のタービンや５倍速コントラよりも視野も広く
とれ、レストも取りやすい。
」とのお声をいただいております。ぜひこの機会にお試し下さ
い。詳細につきましては弊社営業担当者までお気軽にお尋ねください。
長崎店 営業一課 山田 茂春

標準価格＝本体一式 146,000 円
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★今週の新刊

『 切る 縫う 結ぶ 』

『 はじめての矯正歯科技工 』

～ビジュアルで学ぶ 歯周外科手術の原点～

～基本手技・知識へのアプローチ～

プラスティックサージェリーのスペシャリス
ト・中田光太郎氏が歯周外科手術の原点「切る」
「縫う」「結ぶ」を徹底解説！「切る」では血流
を考慮した切開線およびデザイン、「縫う」では
糸・針の構造、運針、各種縫合テクニック、そし
て手術結果を左右する「結ぶ」では色分けした縫
合糸で結紮を丁寧に解説した一冊。

矯正歯科技工と補綴歯科技工の違いから、矯正歯
科技工指示書の見方、矯正歯科技工専用の器具と
その使用法、線屈曲の基本のほかに矯正装置の維
持装置中で多用されるアダムスのクラスプの曲
げ方、矯正装置に用いられる唇側線や拡大装置に
ついても記載した一冊。
●著 ＝横井 欣弘
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税

●著 ＝中田 光太郎
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税
患者さんのやる気が変わる！スタッフも楽しくなる！
歯周治療を成功に導く世界基準のコミュニケーション技法

『 PMＩペリオドンタルモチベーショナル
インタビューイング 』

別冊 QDＩ
『 生涯にわたる顎顔面の成長とインプラント治療 』
～オッセオインテグレイション・スタディクラブ
・オブ・ジャパン 18th ミーティング抄録集～

～患者&スタッフの満足度の高いクリニック経営～

患者さんの変化を支援していく医科では世界標
準のコミュニケーション技法「モチベーショナル
インタビューイング（ＭＩ）
」を歯科臨床に応用
することで、患者さんのやる気を引き出し、効果
的な医療面接やコミュニケーション、行動変容が
可能に！確かでわかりやすい解説と歯周病専門
医らによる実例で解説した一冊。
●監著＝新田 浩／礪波 健一／土岡 弘明
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,000 円＋税

2019 年 7 月に開催された OJ 年次ミーティン
グの抄録集。18 回目となる今回は米国より
Fereidoun Daftary 氏を招聘し、経年的な顎顔
面の成長に対するインプラント治療の臨床的ポ
イントをわかりやすく解説した一冊。
●監修＝石川 知弘
●編集＝高井 康博／白鳥 清人／寺本 昌司
中川 雅裕／新藤 有道／新村 昌弘
藤波 淳
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,800 円＋税

別冊ザ・クインテッセンス

『 進化する口腔内スキャナー
完全ガイド 2020/2021 』
口腔内スキャナーの登場・普及までの過程から、
基本的な使い方、臨床応用までについて特集し
た。また、各メーカー担当者による製品説明、ユ
ーザーによる臨床プレゼンテーションを網羅。
日々進化する口腔内スキャナーの現在地を詳解
した一冊。
●監著＝山羽 徹／丸尾 勝一郎
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,000 円＋税

外科的根管治療の臨床導入にあたっての疑問点
をスッキリ解決できる書。外科的根管治療を中心
に行っている著者だから書ける臨床判断のポイ
ントや、全 22 症例の大きな写真で適応症と難症
例が直感的に理解できる。また、テクニック論だ
けでは成立しない推奨器具やアポイント設定例
も解説した一冊。
●著 ＝高林 正行
●出版＝インターアクション
●価格＝7,800 円＋税

『 歯科医院 地域一番実践 Re：プロジェクト 』
本書は累計１.１万部の大ヒットを記録した『歯
科医院地域一番実践プロジェクト』の続編。患者
数の減少で苦しむ先生、
スタッフが採用できない
で悩んでいる先生にマーケティング面の解決策
を提供し、労務面、医院継承、夫婦経営で悩む先
生にも解決策を物語形式で解説した一冊。
●著 ＝岩渕 龍正
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,900 円＋税

『 無理なくできる外科的根管治療導入マニュアル 』

『 物販だけで毎月 100 万円売り上げる
Start up！! 待合室マーケティング 』
患者さんへのセルフケアグッズの勧め方、効果的
な物販ディスプレイの構築法、物販ディスプレイ
を中心とした実例紹介などが、わかりやすく解説
された一冊。
●著者＝中原 維浩
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,500 円＋税

０
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