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シャドーレスルーペ
／名南歯科貿易

カレ・フォルン CG セット
／日本歯科商社

＜歯科用ルーペ＞

＜モービルカート＞

名南歯科貿易から発売された“シャドーレ
スルーペ”は、太陽光に近い 5,000 ケル
ビンの白色 LED 光源による 2 箇所の「シ
ャドーレスライトシステム」により、明る
く影を作らない術野を提供することが可
能な歯科用ルーペです。可変倍率テレスコ
ープとルーペの取り付けが可能です。
【特徴】
●可変倍率（3.5 倍～5.0 倍）テレスコープ
は、瞳孔間距離と倍率を簡単に調整でき、
光の透過性が高いレンズにより、クリア
なビジョンを提供します。また、ブルー
ライトをカットする低倍率（1.5 倍）の
専用ルーペは、軽く視野も広いので、シ
ーンに応じてテレスコープとの近い分け
が可能です。
●充電器 1 個とリチウムイオンバッテリー
2 個を付属。
●クリアフィルターの他、レジン硬化を防
ぐイエローとオレンジフィルターがセッ
トに付属されています。
標準価格＝
シャドーレスライト単品
テレスコープ単品
ルーペ単品
オールインワンセット

105,000 円
55,000 円
10,000 円
168,000 円

日本歯科商社から発売された“カレ・フォ
ルン CG セット”は、デジタル印象採得装
置の PC や口腔内スキャナーの設置に最適
なモービルカートです。シンプルなデザイ
ンで、軽量・機動性・操作性・旋回性を高
め、スマートで使いやすいカートです。
【特徴】
●天板の高さを 800～1000mm まで調
整が可能です。昇降の動きが滑らかで、
レバーにより簡単に操作できます。
●ノートパソコン搭載に特化したメラミ
ン天板を採用し、
17インチ
（幅420mm
まで）のノートパソコンが搭載できま
す。AC アダプターやバッテリー等を収
納できる天板下ホルダー付きです。
●トレーの高さ調整や前後の向き等カス
タマイズが可能で、レバーによるワンモ
ーションでトレーのスライド脱着が可
能です。
●天板の両側にフックを装備し、煩雑にな
りがちなコード類をすっきり収納可能。
●天板サイズは幅 450×奥行 540mm。
標準価格＝本体一式 141,300 円

プロテクト X2／吉野石膏販売
＜皮膚保護クリーム＞

吉野石膏販売から発売された皮膚保護クリ
ーム“プロテクト X2”は、あらかじめ皮膚
に塗りこむことで、3 種類の保護膜成分（シ
リコン・フッ素・PVP）が皮膚表面に皮膜
（バリア）をつくり、頻回な水・湯・洗剤・
消毒剤の刺激をブロックして手荒れを強力
に防止します。持続効果が高いので、一度塗
るだけで皮膚が本来持っているバリア機能
をサポートします。
【特徴】
●3 種類の保護膜成分が角質に入り込み、皮
膜をつくり皮膚を保護します。
●皮膚をすこやかに保ち、うるおいを与える
成分を配合。
●仕事の妨げになるベタつきやにおいを極
力抑えたサラサラで快適な使用感のスキ
ンケア用品です。
●抗炎症成分を配合している医薬部外品な
ので、ひび、あかぎれ、しもやけ等を防ぐ
効果も保持しています。
●皮膚をコーティングすることで汚れ・臭い
を滲み込ません。
●携帯性に優れた小型チューブ式容器
（75ml 入）とポンプ式容器（240ml 入・
480ml 入）をラインナップ。
標準価格＝75ml 入
1,380 円
240ml 入 3,700 円
480ml 入 6,200 円

-

『 サラサイド 』
＜ ジーシー ＞

診療環境の殺菌消毒に！
今回ご紹介させて頂く商品は、㈱ジーシーより発売の殺菌消毒剤『サラサイド』です。特徴と
しましては、ベンザルコニウム塩化物を有効成分（エタノール及び炭酸ナトリウムを添加物とし
て配合）とし、ウイルス、一般細菌、真菌、抗酸菌など広範囲の微生物に作用します。品質・有
効性及び安全性に関して厚労省に認められており、安心してご使用頂けます。使用方法といたし
ましては、直接噴霧または布に噴霧し清拭し、ユニットやキャビネット、小器械など幅広くご使
用頂くことができ、訪問診療時にも衛生対策に役立ちます。また、ウイルスに対しても、化学消
毒剤の試験に関するガイドラインに則り高い消毒効果が確認されております。清拭後はベタつか
ず匂いも残りません。詳細につきましては弊社営業担当までお問合せください。
※仕様＝1 函 500ml（約 600 回分：約 0.8ml/1 プッシュ）
鹿児島店 営業一課 高城 正一

標準価格＝500ml 入 1,650 円
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★UK Boost 企画“コメット H1SEM シリーズ”キャンペーンのご案内！

低速でもサクサク削れる！～MＩカーバイトバー～
モモセ歯科商会から好評発売中の軟化象牙質除去用 MＩカーバイトバー“コメット
H1SEM”シリーズ（低速・CA 用）の新サイズの追加発売に伴い、当社では 3 月 21 日
～4 月 20 日の期間中、メーカーキャンペーン中のシングルパック（1 本入）とバリュー
パック（5＋1 本入）を特別価格にてご提供をさせていただきます。“低速でもサクサク
削れる感”をご体感いただく絶好の機会ですので、是非ともご用命をいただきますようお
願い申し上げます。キャンペーン中の特別価格等、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。
【コメット H1SEM シリーズの特徴】
●ブレード部は HＩP 製法で製造されたビッカース硬度 1600 のカーバイド鋼です。
ビッカース硬度約 800 のスチール製のブレードと比較すると、低速でも軟化象牙質
をサクサク削れ、ストレスが軽減されます。
●振動と目詰まりを防止するクロスカットブレードにより、低振動で軟化象牙質を除去
できます。
●通常のスチールバーよりもネックを細く（スリムネック）しているので視認性が高く
隣接面へのアクセスも良好で、軟化象牙質のピンポイント除去が可能です。
●外科処置や肉芽の処置にも適しています。
●作業部に錆に強いタングステンカーバイド製のブレード（軸部はステンレス製）を採
用しているので、オートクレーブ滅菌でも錆びません。
※推奨回転数：1,000～1,500rpm
※全長：CA22mm、CA ロング 26mm

★今週の新刊

標準価格＝シングルパック 980 円
バリューパック 4,900 円

『 補綴・咬合の迷信と真実 』
～EBD を採り入れた治療のアート&サイエンス～

『 模型を見る 模型を読む 』
～萌出から歯列完成まで長期採得模型で読み解く
歯列と不正咬合の経年変化～

「迷信と真実」シリーズの第 5 弾！経験や勘に
頼りがちだといわれる補綴・咬合治療に対し、
EBD（evidencebased dentistry）に造詣の深
い 3 名の著者が、確かな文献を提示して 37 の
迷信を正す。補綴修復・義歯・インプラント補綴
装置・咬合の各分野にわたる真実を知り、臨床の
指針となる一冊。

生後 4 ヵ月頃の乳歯萌出から 18 歳頃の永久歯
列完成まで、
おおよそ 2 ヵ月間隔で採得した同一
個人の連続歯列模型（未治療、佐藤歯学研究所所
蔵）という貴重な縦断的研究資料を観察できる希
書。子どもの正常歯列、開咬歯列、双生児の歯列
の成長、過蓋咬合、唇側転位の模型を掲載し、手
に取って観察するように読むことができる一冊。

●著 ＝須田 剛義／土屋嘉都彦／木戸 淳太
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,500 円＋税

●著 ＝佐藤 まゆみ
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税

『 医療・介護の現場で役立つ ベーシックオーラルケア 』
～BOC プロバイダー入門～

本書は、現在注目を集める認定資格「BOCTM プ
ロバイダー」の統括責任者である著者が執筆・編
集を担当。口腔ケアを取り巻く現状や課題、ベー
シックオーラルケア（BOC）の必要性を解説。
また、
BOC 認定資格講座の講師である多職種13
名の講演の一部を収録し、BOC プロバイダー14
名の取り組みも掲載した一冊。
●編著＝長縄 拓哉
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝2,900 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

別冊ザ・クインテッセンス
『 マイクロデンティストリー YEARBOOK 2020 』
チームで取り組む令和時代のマイクロスコープ活用法
～ハイジーン&アシスタントワークから精密補綴治療まで～

マイクロスコープに特化した別冊 YEARBOOK
第 9 弾！精密治療を実現するための補綴医・歯科
技工士連携のノウハウをステップ写真で詳説。好
評の「マイスタイル顕微鏡」では新企画として、
歯科衛生士・歯科助手によるハイジーン＆アシス
タントワークの具体例を紹介した一冊。
●編 ＝日本顕微鏡歯科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝5,500 円＋税
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