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Kunkun dental／モリタ

ポピー／ヨシダ

＜口臭分析装置＞

＜エアースケーラー＞

マイジンガー ダイヤモンド
ディスク DM943DC／ジーシー
＜歯科技工用ダイヤモンド研削材＞

モリタから 4 月 21 日に発売される
“Kunkun dental”（コニカミノルタ社
製）は、世界初の AI とセンサーにより、
さまざまな口腔環境によって変化する
VSC 臭を測定する口臭分析装置です。複
数のセンサーと機械学習を組み合わせた
コニカミノルタ独自のニオイ嗅ぎ分け技
術を応用。手のひらサイズのコンパクトサ
イズでスピーディな測定を実現します。こ
れまで導入のハードルになっていた機器
の大きさや測定の煩わしさ、コストを改善
し、手軽にニオイ測定が行えます。
【特徴】
●口臭測定器がWindows タブレット内の
専用アプリと連動し、AI 機能により成分
ごとの数値化を行います。
●立ち上げから測定準備完了まで 2 分、呼
気の採取から測定結果まで 1 分の短時
間で簡単に測定可能です。
●測定結果の履歴がグラフで表示される
ので、患者さんとのコミュニケーション
ツールとして使用でき、数値を指標とす
ることで継続メインテナンスの動機づ
けにつながります。
●モバイルバッテリーを搭載し、最大 40
時間の利用が可能です。在宅や施設での
訪問診療などに便利です。
標準価格＝本体一式 198,000 円
（タブレット・専用アプリ含む）

ヨシダから 4 月 21 日に発売される“ポピ
ー”は、全長 81mm と短く、また重量 49g
の軽量（ヨシダ仕様タイプ）なので、手の
小さい方でも操作がしやすく、細かな操作
が可能なエアースケーラーです。
【特徴】
●振動周波数を可聴限界域に近い超音波領
域（17kHz）まで高めることにより、エ
アースケーラー特有の作動音を低減しま
した。そのため、わずかな音とエアーの
排気音しか聞こえず、術者と患者さんに
快適な診療空間を与えます。
●チップ先端が楕円状に振動するので、歯
面への刺激と痛みを抑え、患者さんに優
しいスケーリングが行えます。
●ヨシダ社以外の各社（6 社）のタービン
ホースに直接接続可能な、ダイレクトカ
ップリングをラインナップしています。
●スケーリングチップ3 種
（TTL1／TRP1
／TES）とシリコングリップ（グリーン
／ピンク／イエロー）
、専用レンチがセッ
ト品に付属されています。

標準価格＝本体一式 93,000 円

ジーシーから発売された“マイジンガーダ
イヤモンドディスク DM943DC シリーズ
（HP 用）
”は、鼓形空隙の付与や隣接面の
形態修正に最適なダイヤモンドディスクで
す。小さい直径で視野を妨げず小回りがき
くため、より快適に効率の良い作業が可能
です。
【特徴】
●直径が小さい 080（Φ8mm）と 100（Φ
10mm）の 2 種類をランナップし、ダイ
ヤモンドバーでは難しい細い溝の付与に
最適です。
●厚みが 0.15mm と薄いため、
ダイヤモン
ドバーでは難しい密接した隣接面の形態
修正や鼓形空隙の付与に使用できます。
●ディスクの両面にダイヤモンド粒子
（extra fine 粒径 10-36μm）が砥着さ
れており、ディスクのしなりを利用しな
がら作業部位に面で当てることができる
ため、様々な場面で快適に作業が行えま
す。
●最大許容回転数/分 30,000rpm。

標準価格＝1 本（各形態） 3,790 円

-

『 キアーラ BF 』
＜ アグサジャパン ＞

標準価格＝一式 2,300 円
（ケース・マイクロファイバークロス付）
色調＝透明・赤・青の 3 色

感染防止の保護メガネルーペ「キアーラ BF」
今回ご紹介させて頂きます商品は、アグサジャパン㈱から発売されております『キアーラ
BF』です。キアーラ BF は二重焦点（バイフォーカル）レンズ採用の遠近両用アイウェアで
す。歪みがなく遠くと近くをハッキリ見分けたい方に便利なルーペタイプの保護メガネです。
本品は度なしのクリアーレンズの下部に度入り拡大レンズ（倍率 1.6 倍）が一体となってお
り、遠近両用での使用が可能です。また、傷が付きにくいポリカードネート製で曇り止め加
工が施されており、重量も 43g の軽量で長時間の着用も可能です。切削粉から目を保護する
のはもちろん、飛沫感染を防止するアイプロテクターとしても有効です。
ご採用頂いております医院様からは、
「価格も安価なので購入しやすく、眼球からの粘膜感
染も防止できるのでいいね。
」とのお声を頂いております。是非この機会にお試しくださいま
すようお願いいたします。詳細につきましては当社営業担当者までお尋ねください。
長崎店 営業二課 植松 卓也
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★令和 2 年度 UK デンタル入社式！
はじめまして！精一杯頑張ります。宜しくお願いいたします！
桜の花も 8 分咲きの 4 月 1 日（水）、昨年末に落成いたしました熊本店新社屋
におきまして、令和 2 年度の新入社員入社式を執り行いました。新型コロナウイ
ルスの感染拡大の影響を受ける中、会場内の換気や手指消毒液の設置、マスク着
用など厳重なる対策を行う中での入社式でした。今年もお陰さまで 5 名の新入社
員を採用することができ、求人難が続くこの時期に、継続的に新入社員を受け入
れられるのも偏にお得意様の皆様方のご愛顧の賜物だと心より感謝申し上げま
す。初々しいスーツ姿に身をまとい、新社会人として、また UK 社員として一歩
を踏み出した 5 名です。今後は、社内研修と併せて、弊社営業担当者と同行し、
ご挨拶をさせていただくことになりますので、どうか何卒よろしくお願い申し上
げます。
▲弊社役員ならびに人事部との合同写真。
『当社は昨年に 100 周年を迎えることができま
したが、これからもさらに成長していかなけれ
ばなりません。会社が成長していくための要素
の一つとして、この度の新入社員の皆さんの
成長があげられます。当社ではこれから数ヵ
月に渡る研修カリキュラムを用意しておりま
す。是非、スポンジが水を吸収するようにどん
どん吸収していただき、これからの会社を担う
立派な社員になっていただきたいと思います。
これからは一緒の仲間として、101 年目からの
歴史を作っていきましょう。』と社長より挨拶。
▲左から碇、棚町、坂田、山本の 4 名に加え、
元村（当日都合により欠席）の計 5 名。

★今週の新刊

『 SAFE Troubleshooting Guide Volume 5 』
～診断と治療技術がもたらすインプラント審美の記録～

『 ビジュアル歯科臨床解剖 』
～基礎から応用まで～

本書はインプラント治療における審美的合併症
を、患者選択および治療計画、埋入ポジション、
インプラント周囲の硬・軟組織、インプラント補
綴装置、リカバリーに細分化し、画一化しにくい
審美症例 30 ケースを解説した一冊。巻頭特別企
画では臨床医による審美的アプローチが奏功し
た症例をグラビア特集。

ザ・クインテッセンス誌の人気連載「GP が知っ
ておきたい診断・治療のための臨床解剖」の待望
の書籍化！写真とイラストをふんだんに用いて、
歯科の臨床にかかわる解剖学を臨床医の視点で
わかりやすく解説し、歯科医療従事者にとってと
くに重要な「患者の口腔内と同じ角度から見る解
剖」を学ぶことができる画期的な一冊。

●監著＝中田 光太郎／瀧野 裕行／南 昌宏
岡崎 英起／小田 師巳／平山 富興
金子 潤平／園山 亘
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝12,500 円＋税

●著 ＝岩永 譲
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝10,000 円＋税

別冊ザ・クインテッセンス

『 0 歳からの口腔機能と歯列の育て方 』

『 インプラント YEARBOOK 2020 』

～「赤ちゃん歯科」入門者のための基本知識と実践ノウハウ～

～疑問に答える！インプラント研究倫理 Q&A～

生後間もない赤ちゃんからのアプローチが余す
ことなく示された書。実践的な診査方法や授乳・
離乳食・姿勢などの指導の他、開業医で取り組む
にあたって必要な発達等の知識も解説。妊婦歯科
検診で来院された母親にも伝えたいものばかり
で、小児歯科領域以外の医療従事者も必読の一
冊。
●著 ＝益子 正範
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 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

インプラント販売企業 27 社の協力を得て、
「最
新インプラントシステムの特長および臨床応用」
を紹介。また、巻頭特集では「疑問に答える！イ
ンプラントの研究倫理 Q＆A」と題した特集を掲
載。国内外の歯科インプラント業界の 2020 年
最新事情を網羅した一冊。
●監修＝公益社団法人
日本口腔インプラント学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,800 円＋税
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