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Nｉc Tone ラバーダム
ラテックスシート／モリムラ

Q.P.ファイバーポスト
プラスリフィル／ピヤス

イージーフォーセップス小児用
／岡部

＜歯科用ラバーダムシート＞

＜歯科根管用ポスト成形品＞

＜乳歯用抜歯鉗子＞

モリムラから発売された“Nic Tone ラバ
ーダムラテックスシート”
（MDC デンタル
製造）は、より良い抵抗と伸縮性（伸縮率
600%以上）を実現したラテックスラバー
ダムシートです。伸びが良く、材料離れが
良いため、歯内療法や歯冠修復時の防湿に
最適です。
【特徴】
●3 種類の厚さと、口腔内組織と対照的な
美しい 3 色のカラーバリエーションを
ラインナップしています。
●Thin（シン）は厚さ 0.15～0.21mm
で、叢生歯、歯間がきつい場合に最適で
す。
●Medium（ミディアム）は、厚さ 0.22
～0.33mm で、根管治療や外科処置に
適しています。
●Thick（シック）は厚さ 0.34～0.40mm
でセメンティング時の歯肉の圧排や、補
綴治療に適しています。
●パウダーの使用量が少ないラテックス
製です。
標準価格＝6×6 インチ（36 枚入）
2,800 円

ピヤスから発売された“Q.P.ファイバーポ
ストプラスリフィル”は、シランカップリ
ング処理済のファーバーポストで手間が
かからずスピーディーな治療が行えます。
また、良質なファイバーグラスを使用して
いるので、より光透過性が高く、より深く
まで光が到達します。優れた光透過性によ
り、天然歯に近い自然な色調です。
【特徴】
●光透過性が非常に高いため、ポスト先端
部まで光がムラなく行き渡り、根管のよ
り深い所にも照射光が行き渡ります。
●エポキシ樹脂を使用しているため強度性
が高く、従来のポストと比較して約 1.5
倍の強度を実現しました。
●X 線造影性が高いため、天然歯とポスト
の比較がわかりやすいです。
●直接法、間接法にも対応し、カラーコー
ド化されているので、サイズの識別がひ
と目でわかります。

標準価格＝単品（10 本入） 5,900 円
単品（30 本入）17,000 円
アソートキット（30 本入）17,500 円

岡部から発売された“イージーフォーセッ
プス小児用”は、従来の大人向けのイージ
ーフォーセップスの長所を適用し、乳歯を
より簡単で安全に抜歯することが可能な抜
歯鉗子です。既存の乳歯鉗子と違い、先端
が小さく、歯周組織のダメージを最小化す
ることが可能です。
【特徴】
●本体は手のひらに隠れるほどの大きさな
ので、子どもを怖がらせることなく抜歯
を行えます。
●抜歯に特化した先端のデザインは、歯牙
を掴んでガイドする際に視野の確保がし
やすく、鉗子の滑りを防ぎます。
●ハンドルにスプリングが取り付けられ、
使いやすい形状です。

標準価格＝単品
4 本組

12,000 円
44,000 円

-

『 クラプロックス歯間ブラシ 』
＜ ヨシダ ＞

標準価格＝チェアサイドボックス 31,000 円
リフィル（25 本入） 5,000 円
プローブ（12 本入） 2,000 円

ワンストロークでスッキリ！クラプロックスの歯間ブラシ
今回ご紹介させて頂きます商品は㈱ヨシダより発売中の『クラプロックス歯間ブラシ』です。
こちらの商品、そのカラフルな見た目の可愛らしさもさることながら、歯間ブラシとしての性
能においても他社の歯間ブラシとは一線を画す特徴がございます。それはたったワンストロ－
ク、一度歯間部にこのクラプロックス歯間ブラシを入れて抜くだけで歯間の清掃が終わる、と
いうものです。
従来の歯間ブラシですと何度か抜き差しして歯間部の清掃を行う必要が有りました。しかし
こちらのクラプロックス歯間ブラシにおきましては非常に細く強靭なサ－ジカルワイヤ－が
歯間部への挿入をスム－ズにさせ、歯間部でブラシの毛がまるで傘のように広がることによっ
て歯間の空隙全体にブラシの毛が当たり、一度の清掃でプラ－クをしっかりと絡めとることが
出来ます。また、こちらのクラプロックス歯間ブラシには歯間のサイズを計測する専用のプロ
－ブがあり、患者様に対し適切なサイズの歯間ブラシを処方することが出来ます。
実際に使用いただいている医院様より、
「本当にワンストロ－クでごっそりプラ－クが取れ
るのは衝撃的！」
「専用の歯間プロ－ブがあることによって患者様に対し適切な歯間ブラシを
ご案内できることも魅力。
」とのお声を頂いております。詳しくは弊社営業担当までお気軽に
お問い合わせください。
久留米店 営業二課 大森 裕喜
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★ジーシー“公式アプリ”のご案内！

様々な情報を手軽に簡単に閲覧！
㈱ジーシーからスマートフォンに対応した“GC アプリ”が登場！
最新情報から新製品情報、製品の使い方、Tooth Pad（動画）など、様々な
コンテンツを手軽に簡単に見ることができます。また、令和 2 年度保険改定
の速報を公開しており、他にも期間限定にて空き時間に学べる臨床動画シリ
ーズを 5 月 31 日迄無料公開中です。
是非、この機会に下記の QR コードからダウンロード（無料）いただきます
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気軽にお
尋ねください。
【HOME】
・最新情報・キャンペーン情報・TOPICS
【PRODUCT】
・新製品・製品紹介（総合カタロ）
・製品の使い方
【ＩNFO】
・プッシュ通知機能
【Tooth Pad】
・Tooth Pad・その他の動画
（イオムアクア・プリニアスマイル・ガスレーザー等）
【CONTENTS】
・学術論文・エビデンス
・友の会会員専用ページ体験版

★今週の新刊

こちらから！

『 ハマチエ式 歯科医院&スタッフがときめく
チーフ育成メソッド 』
本書は、
現在も多くの歯科医療スタッフをフォロ
ーし、
かつ歯科医院のマネジメントもサポートし
ている著者（ハマチエさん）が、迷えるチーフの
悩みに耳を傾け、アドバイスを送った書。チーフ
としての役割りから新人教育、
スタッフ成長のサ
ポート等、知っておくべきこと、具体的な方法を
網羅した一冊。

『 ビジュアルでわかる！口腔粘膜疾患の観察 POINT 』
口腔粘膜疾患のなかには、全身疾患との関連性が
疑われるものもあり、患者さんの生死に直結する
おそれもあります。そのため、歯科医療従事者が
口腔粘膜の異常を察知し、早期に適切な対応をと
ることが非常に重要です。本書は、口腔粘膜を観
察するうえで押さえておきたいポイントを、豊富
なビジュアルを交えてわかりやすく解説した一
冊。

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

どちらもコチラの QR コードで OK！
※Apple のロゴ、AppStore は米国もしくはその他の国や地域における
Apple Inc.の商標です。
※Google Play および Google Play ロゴは Google LCC の商標です。

『 おとみんのよくばりレッスン！
きれいなかおのつくりかた 』
～絵本とトレーニングのコラボ BOOK～

元気な女の子である主人公の『ワタシ』が、きれ
いな顔と自分の顔は、どこが違うのかに気づき、
どうすればきれいな顔に近づけるのか調査を続
けた結論は？子どもたちの口腔機能の育成、口腔
機能発達不全症の患児たちへのフォローなどに
役立つ一冊。
●監修＝NDL 株式会社
●さく＝みやさかおとみ ●え＝きむらはるみ
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,600 円＋税

●著 ＝濵田 智恵子
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,500 円＋税

●著 ＝川辺 良一
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,200 円＋税

iPhone も Android も

『 歯科会計のプロが教える 安心承継ハンドブック 』
～歯科医院の承継は引退 5 年前から～

歯科医院の承継手続きをスムーズに進めるため
の準備や、希望する承継条件を実現するために知
ってほしいことなど全 80 項目を、全般的な留意
事項（1 章）
、個人事業の承継（2 章）
、医療法人
の承継（3 章）
、承継後の税務（4 章）の 4 つに
分け取り上げて解説した一冊。
●監修＝橋本 守
●著 ＝小林 智則／米山 浩二
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,000 円＋税
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